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野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン（第４次改訂版）の策定に当たって 

 

 

野田市では、平成 14 年 11 月、厳しい生活環境に置かれているひとり親家庭を支援す

るために『野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン』を他の自治体に先んじて策定し、

当時、児童扶養手当の対象となっていなかった父子家庭等への支援手当の創設をはじめ、

就労支援や居住支援、育児支援など幅広い分野にわたる施策に取り組むこととしました。 

さらに、平成 18 年には母子及び寡婦福祉法に基づく母子家庭及び寡婦自立促進計画と

して改訂版を策定しました。以後、平成 22 年及び平成 27 年に第２次・第３次改訂版を

策定し、自立に向けた実効的な施策を進めてまいりました。今回、上位計画である野田

市エンゼルプラン第５期計画の策定に合わせ、本プランについても第４次の改訂を行っ

たものです。 

第４次改訂版の策定に当たっては、平成 30年に実施した「ひとり親家庭等の支援に関

する意識調査」の結果から、特に母子家庭の母について、就労している割合は高くなっ

ているものの収入が相変わらず低く、収入アップのため転職の希望が大きいことが見え

ました。また、そのため資格の取得を希望していることなどが高い意向として現れてい

ることなどを踏まえ、就業支援の拡充及び養育費確保のための支援策の推進によりひと

り親家庭とその子どもの将来の自立に向けて支援する計画といたしました。 

具体的には、前計画と同様に６つの基本目標を設定し、総論にはそれぞれの現状と課

題や施策の方向性、主な取り組みを示し、各論には目標に対応する個別施策を位置付け、

関係機関や関係団体と連携を図りながら取り組んでまいります。 

おわりに、本プランの策定に当たり、ご審議・ご答申をいただきました「野田市児童

福祉審議会」の委員各位をはじめ、アンケートの協力や貴重なご意見をいただきました

市民の皆様方に、心より御礼を申し上げます。 

 

 令和２年３月 

 

野田市長 鈴  木    有 
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◆総 論 

第１章 プランの概要 

１ プラン策定の趣旨 

（１） ひとり親家庭の全国の現状 

  平成 27 年の国勢調査による全国のひとり親世帯数は、母子世帯（他の世帯員がいな

い世帯）が 754,724 世帯で、前回平成 22 年調査時の 755,972 世帯と比べて 0.17％

の減となっています。 

母子世帯になった理由は離婚が 79.5％（前回 80.8％）、死別が 8.0％（前回 7.5％）、

未婚の母が 8.7％（前回 7.8％）となっており、未婚の母の割合が増えています。また、

父子世帯については 84,003 世帯で、平成 22 年の 88,689 世帯と比べて減少してい

ます。 

 平成 29 年の福祉行政報告例（厚生労働省）による児童扶養手当の受給者数は、97.3

万人で、前回調査の平成 23 年より 9.7 万人の減少となっています。 

 また、平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査（厚生労働省）によるひとり親世帯の経

済的状況を見ると、母子世帯の１世帯当たりの平均収入は 243 万円で、前回調査の 223

万円から若干改善していますが、全世帯の平均所得金額 545.4 万円（平成 28 年の国

民生活基礎調査）に比べて低い水準であり、依然厳しい状況が続いています。  

就業状況では、母子世帯の母の 81.8％が就業していますが、就業している者のうち、

正規の職員・従業員が 44.2％、パート・アルバイト等が 43.8％となっています。 

「相対的貧困率」（平成 28 年の国民生活基礎調査）については、国民全体で 15.7%、

ひとり親家庭では、50.8%となっています。 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の集計では、日本の「相対的貧困率」は加盟 34 か国

中 10 番目に高く、ひとり親家庭については、ＯＥＣＤ加盟国中最も高く、ひとり親家

庭が特に経済的に困窮している実態となっています。 

 

（２） 国の対応 

国のひとり親家庭等への対策については「母子及び寡婦福祉法」に基づき、平成 20

年４月、「母子家庭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」が

策定され、母子家庭等に対する子育て・生活支援策、就業支援策等を柱とした総合的な

母子家庭の自立支援策を推進してきたところです。 

  また、平成 25 年３月、「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」が施行され、子育てと就業の両立が困難な状況に置かれている父子家庭の父の就

業に関する支援の充実が位置付けられています。 

  同年８月に社会保障審議会児童部会の専門委員会がまとめた「ひとり親家庭への支援

施策の在り方」についての中間まとめでは、子どもへの影響の観点からもできる限り就

業自立を目指すべきとしながらも、直ちに自立が困難な家庭もあることから、状態に応

じた自立支援が必要であり、福祉、保健、教育、法務など多岐にわたった関係機関との

連携が不可欠とし、相談窓口の整備やニーズを踏まえたメニューの充実などを施策の方
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向性として示しました。 

さらに、平成 27 年 4 月に中間まとめで示された課題や平成 26 年度の母子及び父子

並びに寡婦福祉法等の改正を踏まえ、「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」を見直し、相談支援体制の整備、学習支援の推進、親の学

び直しの支援、在宅就業の推進、養育費の確保及び面会交流の支援の強化、広報啓発の

実施等に関する事項を追加し、生活の安定と向上のための施策を総合的かつ計画的に展

開するとしています。 

 

（３） 千葉県の対応 

千葉県においても「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく都道府県母子家庭等自

立促進計画である「千葉県ひとり親家庭等ふれあいサポートプラン」を策定し、現在、

第３期計画に位置付けた子育て・生活支援、就業支援、養育費確保支援、経済的支援、

支援体制の充実などの施策を進めています。 

このプランの計画期間は令和元年度までとなっていることから、これまでの取組の成

果を踏まえ、令和元年度に新たな計画を策定することとしています。 

 

（４） 野田市の対応 

  野田市においては、厳しい生活環境に置かれているひとり親家庭を支援するために、

就労支援、居住支援、育児支援など幅広い分野にわたる総合対策として、平成 14 年 11

月に「野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン」を他の自治体に先んじて策定し、自立

に向けた支援策を総合的・計画的に推進してきました。 

  平成 18 年３月改訂の第２期プラン（改訂版）では、更に自立支援に重点を置いた施

策を配し、「養育費確保のための支援策の推進」を加えた７つの基本目標を設定し、各種

施策に取り組んでいます。 

 平成 22 年３月改訂の第３期プラン（第２次改訂版）では、「情報提供、相談機能、支

援体制の充実」、「就業支援の拡充」、「子育て支援の充実」、「居住支援の充実」、「養育費

確保のための支援策の推進」、「経済的支援の推進」の６つの基本目標を設定し、各種施

策に取り組んでいます。 

また、野田市は、平成 15 年度から独自の「野田市父子家庭等支援手当（平成 22 年

度に父子家庭が児童扶養手当の支給対象となり、「養育者支援手当」に改編しました。）」

を創設するなど、以前より先進的な施策に取り組んでいます。 

平成 27 年３月改訂の第４期プラン（第３次改訂版）では、ひとり親家庭とその子ど

もの将来の自立に向けて支援するとともに、新たに親の学び直しと子どもの進学支援と

して、平成 29 年度から「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」を実施しています。 

また、養育費の確保への支援として、平成 30 年度から「弁護士による個別法律相談

会」の回数を年 3 回に増やし、野田市母子寡婦福祉会の事業として毎月 1 回実施する「無

料法律相談」との連携による相談体制の強化を図りました。この他にも「ひとり親家庭

等日常生活支援事業」や「情報交換事業」を実施し、育児や家事等生活面での支援に取

り組むとともに、母子・父子自立支援員と無料職業紹介所等との連携によるひとり親家

庭向け求人情報の提供を基に、個々のひとり親家庭の職業適性に応じた就業支援など、

自立に向けた実効的な施策を積極的に推進しているところです。 
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２ プランの位置付け 

  本プランは、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく「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」を指針とする「野田市母子家庭及び

父子家庭並びに寡婦自立促進計画」の第４次改訂版として策定し、「野田市エンゼルプラ

ン（第５期計画）」に位置付ける重点施策「ひとり親家庭等の自立支援の推進」を図るた

めの具体的な計画とします。 

 

野田市エンゼルプラン（第５期計画） 

（野田市子ども・子育て支援事業計画（第２期計画）） 

施策体系及び重点施策に「ひとり親家庭等の自立支援の推進」を位置付ける。 

 

                      ※個別計画として別立てする。 

 

 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン（第４次改訂版） 

 

 

３ プランの計画期間と推進体制 

  本プランの計画期間は令和２年度から令和６年度までの５年間とし、上位計画である

「野田市エンゼルプラン」の計画期間に合わせて見直しを行うこととします。 

    また、プランの推進に当たっては、福祉や雇用の関係機関及び関係団体と連携を図り

ながら施策に取り組み、進捗状況については野田市児童福祉審議会に適宜報告します。 

 

【策定経過】 

プランの名称 計画期間 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン 
平成 14 年 11 月から 

平成 18 年 3 月まで 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン改訂版 

（野田市母子家庭及び寡婦自立促進計画） 

平成 18 年 4 月から 

平成 22 年 3 月まで 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン第２次改訂版 

（野田市母子家庭及び寡婦自立促進計画） 

平成 22 年 4 月から 

平成 27 年 3 月まで 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン第３次改訂版 

（野田市母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立促進計画） 

平成 27 年 4 月から 

令和 2 年 3 月まで 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン第４次改訂版 

（野田市母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立促進計画） 

令和 2年 4月から 

令和 7年 3月まで 
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４ 用語の定義 

  この計画における用語は、次のように定義します。 

用 語 定      義 

母 子 家 庭 配偶者のいない（離婚、死別、未婚又は配偶者が生死不明、遺

棄、精神又は身体の障害、拘禁などで長期にわたって労働能力

を失っている）女子で現に 20 歳未満の児童を扶養している家

庭 

父 子 家 庭 配偶者のいない（離別、死別、未婚又は配偶者が生死不明、遺 

棄、精神又は身体の障害、拘禁などで長期にわたって労働能力 

を失っている）男子で現に 20 歳未満の児童を扶養している家

庭 

寡 婦 配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母として 20 歳

未満の児童を扶養していたことのあるもの 

ひ と り 親 家 庭 母子家庭及び父子家庭 

ひとり親家庭等 母子家庭、父子家庭及び寡婦 
※ 児童扶養手当は児童扶養手当法の規定により 18 歳の年度末までの児童を対象としていますが、本計画にお

いては、母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定により、20 歳未満の児童を扶養する世帯を対象とします。 
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第２章 ひとり親家庭等の現状 

１ 離婚件数等の推移 

   野田市の離婚件数は、平成 25 年から平成 29 年までの５年間の推移を見ると平成

27 年からやや減少している傾向が見られます。 

   また、人口 1,000 人当たりの離婚率も同様に推移しており、平成 28 年は千葉県

及び全国と近い数値になっています。 

 

 【離婚件数及び人口 1,000人当たり離婚率の推移と比較】（人口動態調査） 

区分/年 25年 26年 27年 28年 29年 

離婚件数 281件 296件 307件 269件 284件 

離婚率（野田市） 1.82 1.92 2.02 1.76 1.87 

離婚率（千葉県） 1.85 1.74 1.78 1.73 1.69 

離婚率（全国） 1.84 1.77 1.81 1.73 1.70 

 

 

   ※平成 30年の離婚件数 

287件 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

25年 26年 27年 28年 29年

離婚率（野田市） 離婚率（千葉県） 離婚率（全国）



 

 

6 

２ ひとり親家庭の世帯数等の推移 

 平成 30 年 4 月現在、市内に居住する母子家庭数は 1,500 世帯、父子家庭数は 157

世帯となっており、母子家庭については、この５年間の推移ではほぼ横ばいですが、

児童扶養手当の受給者は 28 年度以降減少傾向にあります。 

 一方、父子家庭数は、５年前との比較では約１割が減少し、児童扶養手当について

も、約２割の減少が見られます。 

 

母子家庭数及び児童扶養手当受給者数の推移（各年４月１日現在 単位：人) 

1,488 1,494 1,499 1,478 1,500

1,256 1,257 1,293
1,195 1,165

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

母子家庭数 児童扶養手当受給者数

 

 

父子家庭数及び児童扶養手当受給者数の推移（各年４月１日現在 単位：人) 

170 164 168
154 157

116
107

99
85 91

0

50

100

150

200

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

父子家庭数 児童扶養手当受給者数
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３ ひとり親家庭等の状況 

「ひとり親家庭等の支援に関する意識調査」の結果から 

平成 30 年度に実施した意識調査の結果と前回（平成 25 年度）実施の意識調査の

結果について、「住宅」「養育費」「就労状況」「収入」などについての状況を比較した

ところ、今回の意識調査の結果では、特に母子家庭の母について、就労している割合

は高くなっているものの収入が相変わらず低く（年収 200 万円以下の割合が最も多

い）、収入アップのため転職の希望が大きいこと、そのため資格の取得を希望してい

ることなどが高い意向として現れています。 

 

 意識調査の実施概要 

項目 実施時期 調査対象 回答数及び回答率 

今回 平成 30年 8月 

母子家庭 1,366人 

父子家庭  136人 

寡婦    108人 

母子家庭  902人（66.0%） 

父子家庭   71人（52.2%） 

寡婦        68人（63.0%） 

前回 平成 25年８月 

母子家庭 1,476人 

父子家庭  171人 

寡婦    196人 

母子家庭  921人（62.4%） 

父子家庭   87人（50.9%） 

寡婦       175人（89.3%） 
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（１） 母子及び父子家庭の状況 

<１> 世帯の状況 

① ひとり親家庭の年齢 

前回調査時との比較では、母子家庭の母、父子家庭の父ともに 30 歳代の割合が

減り、40 歳代の割合が増え、母子家庭の母の年齢は 40 歳代が 47.1％（前回調査

41.5％）、父子家庭の父の年齢は 40 歳代が 49.3％（前回調査 44.8％）となって

います。 

0.3 

2.2 

7.4 

16.8 

26.3 

28.9 

12.6 

4.2 

0.9 

0.4 

0.3 

2.3 

5.0 

15.9 

22.0 

30.2 

16.9 

6.4 

0.4 

0.7 

0 5 10 15 20 25 30 35

２０歳未満

２０歳～２４歳

２５歳～２９歳

３０歳～３４歳

３５歳～３９歳

４０歳～４４歳

４５歳～４９歳

５０歳～５４歳

５５歳以上

無回答

母子家庭の母の年齢 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

0.0 

0.0 

3.4 

18.4 

23.0 

19.5 

25.3 

8.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

5.6 

22.5 

23.9 

25.4 

11.3 

9.9 

0.0 

0 5 10 15 20 25 30 35

２０歳未満

２０歳～２４歳

２５歳～２９歳

３０歳～３４歳

３５歳～３９歳

４０歳～４４歳

４５歳～４９歳

５０歳～５４歳

５５歳以上

無回答

父子家庭の父の年齢 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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② 家族構成 

母子家庭、父子家庭とも、親本人と「子どものみ」で暮らしている世帯が最も多

く、核家族化しています。母子家庭は、母親本人と「子どものみ」で暮らしている

世帯が 71.8％（前回調査 71.2％）、父子家庭は、父親本人と「子どものみ」で暮

らしている世帯が 60.6％（前回調査 69.0％）となっています。 

71.2 

23.6 

6.4 

6.3 

1.0 

0.4 

71.8 

23.7 

5.8 

7.6 

1.8 

0.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

子どものみ

父母

祖父母

兄弟姉妹

その他

無回答

現在同居している家族 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

69.0 

34.5 

8.0 

6.9 

4.6 

1.1 

60.6 

33.8 

5.6 

8.5 

4.2 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

子どものみ

父母

祖父母

兄弟姉妹

その他

無回答

現在同居している家族 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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③ 子どもの状況 

 子の就学等の状況について、母子家庭は「小学校」が 55.8％、父子家庭は「小

学校」が 52.1％となっており、前回調査時との比較では、中学生（前回調査：母

子家庭 31.9％、父子家庭 31.0％）及び高校生（前回調査：母子家庭 31.9％、父

子家庭 35.6％）の割合が増えています。 

24.2 

55.8 

33.7 

37.5 

1.1 

0.1 

2.4 

3.5 

9.3 

3.7 

0.2 

0 10 20 30 40 50 60

小学校入学前

小学校

中学校

高校

高等専門学校

短大

大学

専修学校・各種学校

就労

その他

無回答

子どもの状況 母子家庭 (単位：％)

３０年度

 

7.0 

52.1 

49.3 

43.7 

2.8 

0.0 

2.8 

0.0 

4.2 

9.9 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60

小学校入学前

小学校

中学校

高校

高等専門学校

短大

大学

専修学校・各種学校

就労

その他

無回答

子どもの状況 父子家庭 (単位：％)

３０年度
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<２> 住居の状況 

① 住居の状況 

住居の状況について、母子家庭は「民間の賃貸住宅」が39.5％（前回調査34.6％）、

「親などの家に同居」が 27.6％（前回調査 32.6％）、父子家庭は「持ち家」が 52.1％

（前回調査 55.2％）、「親などの家に同居」が 25.4％（前回調査 18.4％）となっ

ており、前回調査時との比較では、「民間の賃貸住宅」の割合が増えています。 

17.0 

32.6 

10.6 

0.1 

0.1 

34.6 

2.7 

2.2 

20.1 

27.6 

7.2 

0.0 

0.3 

39.5 

3.3 

2.0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

持ち家

親などの家に同居

県営、市営住宅

公団公社の住宅

社宅、寮

民間の賃貸住宅

その他

無回答

住居の状況 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

55.2 

18.4 

5.7 

0.0 

1.1 

18.4 

1.1 

0.0 

52.1 

25.4 

1.4 

0.0 

0.0 

21.1 

0.0 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60

持ち家

親などの家に同居

県営、市営住宅

公団公社の住宅

社宅、寮

民間の賃貸住宅

その他

無回答

住居の状況 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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② 民間の賃貸住宅入居時の苦労 

    民間の賃貸住宅入居時の苦労について、母子家庭は「賃貸住宅の契約や家賃費用

の工面」が 24.7％（前回調査 32.3％）、父子家庭は「賃貸住宅の契約や家賃費用

の工面」、「特になかった」がそれぞれ 26.7％（前回調査それぞれ 25.0％）となっ

ています。 

5.0 

5.0 

18.2 

9.7 

15.0 

32.3 

10.7 

0.0 

4.1 

5.3 

2.0 

18.5 

4.8 

14.0 

24.7 

10.4 

0.8 

19.4 

0 5 10 15 20 25 30 35

子どもの学校や保育所等の転入学等

近所付き合いや人間関係（学校、職場等）

条件のあった物件探し

保証人や緊急連絡先の確保

引越しに伴う転居費用等の工面

賃貸住宅の契約や家賃費用の工面

特になかった

その他

無回答

民間の賃貸住宅入居時の苦労 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

12.5 

6.3 

6.3 

0.0 

12.5 

25.0 

25.0 

6.3 

6.3 

0.0 

6.7 

0.0 

6.7 

20.0 

26.7 

26.7 

0.0 

13.3 

0 5 10 15 20 25 30

子どもの学校や保育所等の転入学等

近所付き合いや人間関係（学校、職場等）

条件のあった物件探し

保証人や緊急連絡先の確保

引越しに伴う転居費用等の工面

賃貸住宅の契約や家賃費用の工面

特になかった

その他

無回答

民間の賃貸住宅入居時の苦労 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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<３> ひとり親家庭になった理由など 

  ① ひとり親家庭となってからの期間 

母子家庭となってからの年数は、５年未満の世帯が 41.8％（前回調査 42.6％）

と約４割、「５年以上１０年未満」が 30.8％（前回調査 34.6％）。父子家庭となっ

てからの年数は、「５年以上１０年未満」が 47.9％（前回調査 34.5％）、５年未満

の世帯が 29.6％（前回調査 36.7％）となっています。 

7.4 

19.7 

15.5 

34.6 

20.1 

2.7 

6.9 

17.5 

17.4 

30.8 

25.5 

1.9 

0 10 20 30 40

１年未満

１年以上３年未満

３年以上５年未満

５年以上１０年未満

１０年以上

無回答

母子家庭になってからの期間 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

3.4 

17.2 

16.1 

34.5 

20.7 

8.0 

2.8 

8.5 

18.3 

47.9 

16.9 

5.6 

0 10 20 30 40 50 60

１年未満

１年以上３年未満

３年以上５年未満

５年以上１０年未満

１０年以上

無回答

父子家庭になってからの期間 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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② ひとり親家庭になった理由 

    母子家庭は「離婚」が圧倒的に多く 82.1％（前回調査 83.6％）、父子家庭も「離

婚」が 67.6％（前回調査 79.3％）となっています。また、未婚の母についても

9.9％と前回調査の 8.6％より増えています。 

4.5 

21.5 

12.7 

49.4 

8.6 

0.8 

2.6 

1.8 

18.8 

8.9 

54.4 

9.9 

1.1 

5.1 

0 10 20 30 40 50 60 70

死別

借金など経済的理由による離婚

暴力による離婚

その他の理由による離婚

未婚の母

行方不明、遺棄

無回答

母子家庭になった理由 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

11.5 

3.4 

0.0 

75.9 

0.0 

1.1 

8.0 

16.9 

2.8 

0.0 

64.8 

1.4 

5.6 

8.5 

0 20 40 60 80

死別

借金など経済的理由による離婚

暴力による離婚

その他の理由による離婚

未婚の父

行方不明、遺棄

無回答

父子家庭になった理由 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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③ 養育費の取り決め状況 

養育費の取り決め状況について、母子家庭は「取り決めをしている」が 41.8％、

父子家庭は「取り決めをしている」が 16.9％となっています。 

取り決めをし

ている

41.8%

取り決めをし

ていない

54.4%

無回答

3.8%

養育費の取り決め状況 母子家庭

 

取り決めをし

ている

16.9%

取り決めをし

ていない

69.5%

無回答

13.6%

養育費の取り決め状況 父子家庭
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④ 養育費の取り決めをしていない理由 

養育費の取り決めをしていない理由について、母子家庭は「相手と関わりたくな

いから」が 27.2％で最も多く、父子家庭は「相手に支払う能力がないと思ったか

ら」が 34.1％で最も多くなっています。 

2.7 

2.9 

20.5 

19.1 

0.0 

0.2 

6.0 

1.0 

4.6 

27.2 

7.9 

7.9 

0 5 10 15 20 25 30

自分の収入等で経済的に問題ないから

取り決めの交渉がわずらわしいから

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

相手に養育費を請求できることを知らなかったから

子どもを引き取った方が、養育費を負担するものと

思っていたから

取り決めの交渉をしたが、まとまらなかったから

現在交渉中又は今後交渉予定であるから

相手から身体的・精神的暴力を受けたから

相手と関わりたくないから

その他

無回答

養育費の取り決めをしていない理由 母子家庭 （単位：％）

３０年度

 

7.3 

9.8 

12.2 

34.1 

0.0 

7.3 

0.0 

0.0 

0.0 

17.1 

7.3 

4.9 

0 10 20 30 40 50

自分の収入等で経済的に問題ないから

取り決めの交渉がわずらわしいから

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

相手に養育費を請求できることを知らなかったから

子どもを引き取った方が、養育費を負担するものと

思っていたから

取り決めの交渉をしたが、まとまらなかったから

現在交渉中又は今後交渉予定であるから

相手から身体的・精神的暴力を受けたから

相手と関わりたくないから

その他

無回答

養育費の取り決めをしていない理由 父子家庭 (単位：％)

３０年度
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⑤ 養育費の受給状況 

母子家庭は「現在も受けている」が 25.2％となっており、「受けたことがない」

が 55.8％、父子家庭は「現在も受けている」が 1.7％、「受けたことがない」が 78.0％

となっており、受けていない割合が相変わらず高い状況となっています。 

25.2 

11.1 

55.8 

8.0 

0 10 20 30 40 50 60 70

現在も受けている

受けたことがあるが現在は受けていない

受けたことがない

無回答

養育費の受給状況 母子家庭 （単位：％）

３０年度

 

 

 

1.7 

3.4 

78.0 

16.9 

0 20 40 60 80 100

現在も受けている

受けたことがあるが現在は受けていない

受けたことがない

無回答

養育費の受給状況 父子家庭 （単位：％）

３０年度
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  ⑥ 面会交流の取り決め状況 

面会交流の取り決め状況について、母子家庭は「取り決めをしている」が 24.7％

（前回調査 15.8％）、父子家庭は「取り決めをしている」が 27.1％（前回調査

19.5％）となっています。 

取り決めをして

いる

24.7%

取り決めをして

いない

70.7%

無回答

4.6%

面会交流の取り決め状況 母子家庭

 

取り決めをして

いる

27.1%

取り決めをして

いない

57.6%

無回答

15.3%

面会交流の取り決め状況 父子家庭
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⑦ 面会交流の取り決めをしていない理由 

面会交流の取り決めをしていない理由について、母子家庭は「相手と関わりたく

ないから」が 27.0％で最も多く、父子家庭は「取決めをしなくても交流できるか

ら」が 23.5％で最も多くなっています。 

2.4 

2.9 

27.0 

14.7 

15.8 

0.5 

7.3 

7.8 

2.9 

0.6 

2.2 

0.6 

8.9 

6.2 

0 5 10 15 20 25 30

取り決めの交渉がわずらわしいから

相手から身体的・精神的暴力や児童虐待があったから

相手と関わり合いたくないから

相手が面会交流を希望しないから

取決めをしなくても交流できるから

子どもの連れ去りや虐待の可能性があるから

子どもが会いたがらないから

相手が養育費を支払わない又は支払えないから

面会交流をすることが子どものためにならないと思うから

親族が反対しているから

取り決めの交渉をしたが、まとまらなかったから

現在交渉中又は今後交渉予定であるから

その他

無回答

面会交流の取り決めをしていない理由 母子家庭 （単位：％）

３０年度

 

17.6 

0.0 

20.6 

11.8 

23.5 

2.9 

8.8 

0.0 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

5.9 

2.9 

0 5 10 15 20 25 30

取り決めの交渉がわずらわしいから

相手から身体的・精神的暴力や児童虐待があったから

相手と関わり合いたくないから

相手が面会交流を希望しないから

取決めをしなくても交流できるから

子どもの連れ去りや虐待の可能性があるから

子どもが会いたがらないから

相手が養育費を支払わない又は支払えないから

面会交流をすることが子どものためにならないと思うから

親族が反対しているから

取り決めの交渉をしたが、まとまらなかったから

現在交渉中又は今後交渉予定であるから

その他

無回答

面会交流の取り決めをしていない理由 父子家庭 (単位：％)

３０年度
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⑧ 面会交流の実施状況 

母子家庭は「現在、面会交流を行っている」が 21.9％（前回調査 21.1％）で、

父子家庭は「現在、面会交流を行っている」が 28.8％（前回調査 28.6％）となっ

ています。なお、「面会交流を行ったことがない」のは母子家庭が 48.2％（前回調

査 36.3％）、父子家庭が 35.6％（前回調査 33.8％）となっており、行っていない

割合が相変わらず高い状況となっています。 

21.1 

16.0 

36.3 

26.6 

21.9 

14.4 

48.2 

15.5 

0 10 20 30 40 50 60

現在、面会交流を行っている

過去に面会交流を行ったことが

あるが、現在は行っていない

面会交流を行ったことがない

無回答

面会交流の実施状況 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

28.6 

13.0 

33.8 

24.7 

28.8 

15.3 

35.6 

20.3 

0 10 20 30 40 50 60

現在、面会交流を行っている

過去に面会交流を行ったことが

あるが、現在は行っていない

面会交流を行ったことがない

無回答

面会交流の実施状況 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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⑨ ひとり親家庭になった直後の悩み 

母子家庭は「子どもの養育、教育」が 48.4％（前回調査 56.8％）、父子家庭は

「子どもの養育、教育」が 56.3％（前回調査 52.9％）となっています。 

56.8 

37.7 

25.4 

24.3 

16.5 

4.0 

4.8 

13.6 

5.5 

3.3 

3.1 

48.4 

28.6 

23.6 

15.4 

11.6 

2.9 

2.3 

9.3 

7.6 

2.4 

10.1 

0 10 20 30 40 50 60 70

子どもの養育、教育

自分の就職

収入が減ったこと

収入がなくなったこと

住まいのこと

身近な相談相手がいなかったこと

家事のこと

自分や家族の健康

特になかった

その他

無回答

母子家庭になった直後の母の悩み (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

52.9 

19.5 

20.7 

4.6 

6.9 

9.2 

33.3 

12.6 

10.3 

2.3 

8.0 

56.3 

14.1 

22.5 

0.0 

2.8 

2.8 

29.6 

12.7 

12.7 

1.4 

7.0 

0 10 20 30 40 50 60 70

子どもの養育、教育

自分の就職

収入が減ったこと

収入がなくなったこと

住まいのこと

身近な相談相手がいなかったこと

家事のこと

自分や家族の健康

特になかった

その他

無回答

父子家庭になった直後の父の悩み (単位：％)

２５年度 ３０年度
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⑩ 現在の悩み 

母子家庭は「子どもの養育、教育」が 46.8％（前回調査 52.4％）、父子家庭は

「子どもの養育、教育」が 46.5％（前回調査 49.4％）となっており、母子家庭、

父子家庭ともに「子どもの養育、教育」の割合が高くなっています。 

52.4 

26.0 

53.3 

13.0 

2.9 

3.6 

16.9 

2.3 

17.7 

5.5 

4.7 

1.5 

3.4 

46.8 

14.5 

40.6 

8.8 

1.1 

1.1 

13.0 

1.6 

13.3 

3.2 

8.6 

1.3 

9.1 

0 10 20 30 40 50 60

子どもの養育、教育

仕事のこと

生活費のこと

住まいのこと

相談相手がいないこと

家事のこと

自分や家族の健康、介護

人間関係のこと

老後のこと

ひとり親家庭に対する差別や偏見

特になし

その他

無回答

母子家庭の母の現在の悩み (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

49.4 

27.6 

28.7 

5.7 

5.7 

12.6 

10.3 

4.6 

12.6 

10.3 

5.7 

2.3 

8.0 

46.5 
16.9 

35.2 

0.0 

2.8 

15.5 

9.9 

4.2 

8.5 

2.8 

15.5 

1.4 

4.2 

0 10 20 30 40 50 60

子どもの養育、教育

仕事のこと

生活費のこと

住まいのこと

相談相手がいないこと

家事のこと

自分や家族の健康、介護

人間関係のこと

老後のこと

ひとり親家庭に対する差別や偏見

特になし

その他

無回答

父子家庭の父の現在の悩み (単位：％)

２５年度 ３０年度
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<４> 就労状況について 

① ひとり親家庭になる前となった直後の就労 

母子家庭になる前は「働いていた」が 68.3％（前回調査 65.1％）、母子家庭に

なった直後は「新たに見つけて仕事を始めた」が 56.9％（前回調査 58.1％）、父

子家庭になる前は「働いていた」が 94.4％（前回調査 92.0％）、父子家庭になっ

た直後は「引き続き同じ仕事をしていた」が 70.4％（前回調査 57.5％）となって

います。 

働いていた

68.3%

働いていない

29.3%

無回答

2.4%

母子家庭になる前の母の就労状況

 

 

 

 

 

 

働いていた

94.4%

働いていない

2.8%

無回答

2.8%

父子家庭になる前の父の就労状況

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8 

58.1 

4.5 

5.5 

3.1 

33.3 

56.9 

3.1 

3.8 

3.0 

0 10 20 30 40 50 60 70

引き続き同じ仕事をしていた

新たに見つけて仕事を始めた

仕事をしていた又は始めたが、現在はしていない

仕事はしていない

無回答

母子家庭になった直後の母の就労状況 (単位：％)

２５年度 ３０年度

57.5 

31.0 

4.6 

1.1 

5.7 

70.4 

26.8 

0.0 

0.0 

2.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

引き続き同じ仕事をしていた

新たに見つけて仕事を始めた

仕事をしていた又は始めたが、現在はしていない

仕事はしていない

無回答

父子家庭になった直後の父の就労状況 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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② 就業形態と職種 

母子家庭は、現在働いている方が89.7％、父子家庭は現在働いている方が92.9％

となっています。 

就業形態について、母子家庭は「パート・アルバイト等」が 45.7％、「正規の職

員・従業員」が 36.7％、父子家庭は「正規の職員・従業員」が 60.6％となってお

り、母子家庭では正規の職員・従業員の割合は依然低い状況です。また、職種につ

いては、母子家庭は「専門知識、技術を生かした仕事」が23.4％（前回調査25.4％）、

父子家庭は「運輸、通信の仕事」が 24.2％（前回調査 18.2％）となっています。 

36.7 

3.7 

45.7 

0.2 

1.8 

0.2 

1.4 

6.3 

4.0 

0 10 20 30 40 50

正規の職員・従業員

労働者派遣事業所の派遣社員

パート・アルバイト等

会社などの役員

自営業

家族従業者

その他

不就業

無回答

現在の就業形態 母子家庭 (単位：％)

３０年度

 

60.6 

5.6 

7.0 

1.4 

15.5 

2.8 

0.0 

1.4 

5.6 

0 10 20 30 40 50 60 70

正規の職員・従業員

労働者派遣事業所の派遣社員

パート・アルバイト等

会社などの役員

自営業

家族従業者

その他

不就業

無回答

現在の就業形態 父子家庭 (単位：％)

３０年度
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25.4 

0.8 

22.3 

6.4 

18.9 

0.0 

1.8 

9.2 

12.7 

2.6 

23.4 

1.1 

21.8 

5.8 

17.8 

0.0 

4.1 

9.6 

11.2 

5.2 

0 5 10 15 20 25 30

専門知識、技術を生かした仕事

管理的な仕事

事務的な仕事

営業、販売の仕事

サービスの仕事

農林漁業の仕事

運輸、通信の仕事

製造、技能、労務の仕事

その他

無回答

職種 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

23.4 

2.6 

1.3 

9.1 

16.9 

0.0 

18.2 

22.1 

3.9 

2.6 

15.2 

3.0 

4.5 

9.1 

6.1 

3.0 

24.2 

22.7 

9.1 

3.0 

0 5 10 15 20 25 30

専門知識、技術を生かした仕事

管理的な仕事

事務的な仕事

営業、販売の仕事

サービスの仕事

農林漁業の仕事

運輸、通信の仕事

製造、技能、労務の仕事

その他

無回答

職種 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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③ 仕事と子育てに関する悩み 

母子家庭、父子家庭とも「仕事と子育てで、肉体的、精神的に疲れている」の割

合が高く、母子家庭で 54.4％（前回調査 58.7％）、父子家庭で 47.0％（前回調査

50.6％）となっています。 

58.7 

16.9 

22.5 

33.0 

4.5 

1.3 

13.4 

7.3 

3.7 

54.4 

14.8 

15.7 

24.5 

2.2 

0.4 

18.7 

7.9 

4.9 

0 20 40 60 80

仕事と子育てで、肉体的、精神的に疲れている

残業などで帰宅が遅く、家で待っている子どもが心配

休みが少なく、子どもとの会話やだんらんが少なくなった

子どもの急な病気などでも、仕事をあまり休むことができない

託児の費用が高いため働いても生活が苦しい

託児の費用が高いため子どもを預けることができない

特に悩みはない

その他

無回答

仕事と子育てに関する悩み 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

50.6 

20.8 

27.3 

29.9 

5.2 

1.3 

9.1 

9.1 

9.1 

47.0 

21.2 

13.6 

24.2 

3.0 

4.5 

22.7 

6.1 

7.6 

0 10 20 30 40 50 60

仕事と子育てで、肉体的、精神的に疲れている

残業などで帰宅が遅く、家で待っている子どもが心配

休みが少なく、子どもとの会話やだんらんが少なくなった

子どもの急な病気などでも、仕事をあまり休むことができない

託児の費用が高いため働いても生活が苦しい

託児の費用が高いため子どもを預けることができない

特に悩みはない

その他

無回答

仕事と子育てに関する悩み 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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④ 仕事と生活に関する悩み 

母子家庭は「収入をもっと上げたいが、どのようにしたらいいのかわからない」

が 28.7％（前回調査 30.9％）、父子家庭は「収入をもっと上げたいが、どのよう

にしたらいいのかわからない」（前回調査 29.9％）、「休日は体を休めることがほと

んどで、自由に使える時間がない」（前回調査 41.6％）がそれぞれ 36.4％となっ

ています。 

8.2 

30.9 

34.7 

25.2 

27.4 

11.5 

7.4 

2.9 

6.9 

28.7 

24.8 

23.2 

26.7 

16.8 

6.6 

4.8 

0 10 20 30 40

仕事上の悩みなどを聞いてくれるところがない

収入をもっと上げたいが、どのようにしたらいいのかわから

ない

収入をもっと上げるため、就職や転職をしたいが技能、資格

がない

収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安がある

休日は体を休めることがほとんどで、自由に使える時間がな

い

特に悩みはない

その他

無回答

仕事と生活に関する悩み 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

15.6 

29.9 

23.4 

11.7 

41.6 

16.9 

6.5 

10.4 

15.2 

36.4 

9.1 

16.7 

36.4 

18.2 

6.1 

4.5 

0 10 20 30 40 50

仕事上の悩みなどを聞いてくれるところがない

収入をもっと上げたいが、どのようにしたらいいのかわから

ない

収入をもっと上げるため、就職や転職をしたいが技能、資格

がない

収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安がある

休日は体を休めることがほとんどで、自由に使える時間がな

い

特に悩みはない

その他

無回答

仕事と生活に関する悩み 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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⑤ 転職の希望の有無 

    母子家庭は「現在の仕事を続けたい」が 56.5％（前回調査 54.5％）、一方、仕

事を変えたい理由は「収入がよくない」が 43.6％（前回調査 42.2％）、父子家庭

は「現在の仕事を続けたい」が 62.1％（前回調査 66.2％）、一方、仕事を変えた

い理由は「収入がよくない」が 39.1％（前回調査 57.7％）となっています。 

 

現在の仕事

を続けたい

56.5%

仕事を変え

たい

36.6%

無回答

6.9%

転職の希望の有無 母子家庭

 

現在の仕事

を続けたい

62.1%

仕事を変え

たい

34.8%

無回答

3.0%

転職の希望の有無 父子家庭
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42.2 

7.8 

4.6 

2.3 

3.2 

8.1 

9.8 

4.3 

6.4 

2.6 

0.3 

8.4 

0.0 

43.6 

8.1 

3.4 

2.7 

3.4 

2.4 

4.4 

1.7 

2.4 

3.0 

0.0 

5.7 

19.3 

0 10 20 30 40 50

収入がよくない

勤務先が自宅から遠い

健康がすぐれない

仕事の内容があわない

職場環境になじめない

労働時間があわない

社会保険がない又は不十分

休日が少ない

身分が安定していない

経験や能力が発揮できない

降格

その他

無回答

仕事を変えたい理由 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

57.7 

3.8 

3.8 

7.7 

0.0 

7.7 

3.8 

11.5 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39.1 

0.0 

8.7 

8.7 

4.3 

0.0 

4.3 

0.0 

0.0 

13.0 

0.0 

4.3 

17.4 

0 10 20 30 40 50 60 70

収入がよくない

勤務先が自宅から遠い

健康がすぐれない

仕事の内容があわない

職場環境になじめない

労働時間があわない

社会保険がない又は不十分

休日が少ない

身分が安定していない

経験や能力が発揮できない

降格

その他

無回答

仕事を変えたい理由 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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⑥ 希望する就業形態 

    希望する就業形態について、母子家庭は「正社員」が 81.4％（前回調査 80.9％）、

父子家庭は「正社員」が 73.9％（前回調査 80.8％）となっています。 

80.9 

13.0 

1.4 

0.9 

0.3 

2.0 

0.3 

1.2 

81.4 

10.5 

1.4 

1.0 

0.0 

2.7 

0.7 

2.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

正社員

パート、アルバイト

派遣社員

自営業

家族従事者

在宅での仕事

その他

無回答

希望する就業形態 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

80.8 

3.8 

0.0 

3.8 

0.0 

0.0 

3.8 

7.7 

73.9 

4.3 

0.0 

17.4 

0.0 

0.0 

4.3 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

正社員

パート、アルバイト

派遣社員

自営業

家族従事者

在宅での仕事

その他

無回答

希望する就業形態 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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<５> 仕事に必要な技能、資格及び希望する支援施策 

① 就職や転職のための資格取得 

   資格取得について、母子家庭は「取りたいと思う」が 33.5％（前回調査 35.0％）、

父子家庭は「取りたいと思う」が 42.3％（前回調査 42.5％）となっています。 

35.0 

34.9 

16.3 

5.1 

3.0 

5.8 

33.5 

33.0 

19.1 

6.9 

2.2 

5.3 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

取りたいと思う

取りたいと思うが問題がある

取りたいと思わない

関心がない

その他

無回答

資格取得の希望の有無 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

42.5 

19.5 

16.1 

10.3 

2.3 

9.2 

42.3 

8.5 

28.2 

12.7 

1.4 

7.0 

0 10 20 30 40 50

取りたいと思う

取りたいと思うが問題がある

取りたいと思わない

関心がない

その他

無回答

資格取得の希望の有無 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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② 取得希望の国家資格 

母子家庭は「特にない」が 32.7％（前回調査 30.9％）、取りたい資格は「看護

師、保健師」が 14.5％（前回調査 14.6％）、「保育士、幼稚園教諭」が 6.8％（前

回調査 4.8％）、父子家庭は「特にない」が 33.3％となっています。 

14.6 

0.3 

4.8 

7.5 

3.7 

4.8 

4.0 

2.8 

30.9 

16.0 

10.4 

14.5 

0.3 

6.8 

5.2 

2.5 

2.2 

3.3 

0.8 

32.7 

15.7 

16.0 

0 5 10 15 20 25 30 35

看護師、保健師

教員

保育士、幼稚園教諭

栄養士

理容師、美容師

歯科衛生士

理学療法士、作業療法士

臨床検査技師

特にない

その他

無回答

取得希望の国家資格 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

2.8 

2.8 

5.6 

0.0 

5.6 

0.0 

8.3 

0.0 

33.3 

30.6 

11.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

看護師・保健師

教員

建築士

保育士・幼稚園教諭

栄養士

理容師・美容師

理学療法士・作業療法士

臨床検査技師

特にない

その他

無回答

取得希望の国家資格 父子家庭 (単位：％)

３０年度
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  ③ 取得希望の資格・技能 

    母子家庭は「パソコン」が 17.2％（前回調査 25.5％）、父子家庭も「パソコン」

が 19.4％（前回調査 13.0％）となっています。 

11.4 

15.7 

8.7 

25.5 

3.7 

6.1 

3.4 

0.8 

4.0 

8.4 

8.1 

4.2 

7.2 

12.8 

4.3 

17.2 

1.8 

5.7 

2.0 

1.2 

3.8 

14.2 

8.2 

21.7 

0 5 10 15 20 25 30

介護職員初任者研修（ホームヘルパー）

医療事務

簿記、速記等

パソコン

ＣＡＤ

英会話などの語学

大型自動車免許

大型自動車第二種免許

フォークリフト運転技能

特にない

その他

無回答

取得希望の資格・技能 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

5.6 

0.0 

1.9 

13.0 

3.7 

3.7 

22.2 

5.6 

9.3 

3.7 

9.3 

1.9 

14.8 

5.6 

0.0 

2.8 

2.8 

0.0 

19.4 

0.0 

2.8 

11.1 

2.8 

8.3 

8.3 

0.0 

8.3 

13.9 

2.8 

16.7 

0 5 10 15 20 25

介護職員初任者研修（ホームヘルパー）

医療事務

簿記、速記等

パソコン

ＣＡＤ

英会話などの語学

大型自動車免許

大型自動車第二種免許

フォークリフト運転技能

玉掛け技能

移動式クレーン運転士

溶接技能

特にない

その他

無回答

取得希望の資格・技能 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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④ 資格取得が困難な理由 

母子家庭は「費用を払う余裕がない」が 47.0％（前回調査 52.3％）、父子家庭

も「費用を払う余裕がない」が 50.0％（前回調査 58.8％）となっています。その

他、母子家庭、父子家庭ともに「仕事が休めない」、「育児のために時間が取れない」

と回答した割合が高くなっています。 

8.7 

9.7 

52.3 

19.6 

2.5 

5.9 

1.2 

10.1 

8.1 

47.0 

14.8 

1.7 

5.0 

13.4 

0 10 20 30 40 50 60

育児のために時間が取れない

健康や体力に不安がある

費用を払う余裕がない

仕事が休めない

資格取得のための講習会などに

関する情報が得られない

その他

無回答

資格取得が困難な理由 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

11.8 

0.0 

58.8 

17.6 

0.0 

0.0 

11.8 

16.7 

0.0 

50.0 

16.7 

0.0 

16.7 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60 70

育児のために時間が取れない

健康や体力に不安がある

費用を払う余裕がない

仕事が休めない

資格取得のための講習会などに

関する情報が得られない

その他

無回答

資格取得が困難な理由 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

 

 

 

 

 資格取得のために講習会などに関する 

         情報が得られない 
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⑤ 就職のために必要な支援策 

母子家庭、父子家庭とも「訓練受講などに経済的援助が受けられること」が最も

必要とされ、母子家庭で 44.2％（前回調査 48.6％）、父子家庭で 33.8％（前回調

査 32.2％）となっています。その他、「技能講習、職業訓練など機会が得られるこ

と」と回答した割合が高くなっています。 

48.6 

17.0 

8.1 

9.3 

2.6 

9.7 

4.3 

6.3 

8.5 

3.9 

15.1 

6.7 

2.8 

16.9 

44.2 

16.1 

5.2 

10.5 

1.8 

7.2 

4.8 

5.0 

7.0 

3.8 

15.5 

7.6 

2.2 

17.4 

0 10 20 30 40 50 60

訓練受講などに経済的援助が受けられること

技能講習、職業訓練など機会が得られること

就労のための支援策などの情報が得られること

コンピューターやインターネットを活用した在宅就業の支援が受けられること

就職のための準備講習が受けられること

職業や生活に関する相談が一箇所で受けられること

保育所や学童保育所に入所できること

保育所や学童保育所の保育時間の延長

休日保育の充実

仕事を探すときに一時的に子どもを預かってもらうこと

子どもが病気のときなどに世話をしてくれる制度

特に求める支援策はない

その他

無回答

就職のために必要な支援策 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

32.2 

18.4 

11.5 

2.3 

2.3 

14.9 

2.3 

3.4 

4.6 

0.0 

11.5 

14.9 

2.3 

21.8 

33.8 

19.7 

4.2 

7.0 

0.0 

14.1 

0.0 

2.8 

5.6 

1.4 

15.5 

18.3 

0.0 

16.9 

0 10 20 30 40

訓練受講などに経済的援助が受けられること

技能講習、職業訓練など機会が得られること

就労のための支援策などの情報が得られること

コンピューターやインターネットを活用した在宅就業の支援が受けられること

就職のための準備講習が受けられること

職業や生活に関する相談が一箇所で受けられること

保育所や学童保育所に入所できること

保育所や学童保育所の保育時間の延長

休日保育の充実

仕事を探すときに一時的に子どもを預かってもらうこと

子どもが病気のときなどに世話をしてくれる制度

特に求める支援策はない

その他

無回答

就職のために必要な支援策 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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 <６> 生活について 

① 就労による収入 

母子家庭の母は「100～150 万円未満」が 10.3％（前回調査 11.0％）、父子家

庭の父は「200～250 万円未満」が 12.7％（前回調査 9.2％）で最も多くなって

おり、母子家庭の母自身の就労収入は「200 万円未満」の割合が高く、依然厳しい

状況が続いています。 

10.1 

11.0 

9.8 

8.5 

5.1 

3.8 

1.5 

1.3 

0.4 

1.3 

47.2 

9.8 

10.3 

8.9 

8.6 

4.8 

5.5 

1.3 

2.4 

1.3 

1.8 

45.2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500万円以上

無回答

母子家庭の母自身の年間就労収入 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

3.4 

4.6 

4.6 

9.2 

4.6 

6.9 

10.3 

6.9 

4.6 

6.9 

37.9 

0.0 

5.6 

2.8 

12.7 

7.0 

8.5 

5.6 

8.5 

7.0 

2.8 

39.4 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500万円以上

無回答

父子家庭の父自身の年間就労収入 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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② 子どもの最終進学目標 

  母子家庭、父子家庭とも「大学・大学院」までの進学を目標とする割合が最も高

く、母子家庭で 39.8％（前回調査 39.3％）、父子家庭で 32.4％（前回調査 39.1％）

となっています。 

0.3 

25.2 

8.4 

3.5 

39.3 

13.5 

2.9 

6.9 

0.3 

22.1 

7.3 

2.2 

39.8 

14.6 

2.4 

11.2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

中学校

高校

高等専門学校

短大

大学・大学院

専修学校・各種学校

その他

無回答

子どもの最終進学目標 母子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

0.0 

34.5 

9.2 

2.3 

39.1 

8.0 

1.1 

5.7 

2.8 

23.9 

9.9 

1.4 

32.4 

15.5 

5.6 

8.5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

中学校

高校

高等専門学校

短大

大学・大学院

専修学校・各種学校

その他

無回答

子どもの最終進学目標 父子家庭 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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③ 制度や施策の認知度及び利用状況 

６割以上の人が「知っている」あるいは「役に立った」と回答した制度について、

母子家庭は「児童扶養手当」が 88.9％（前回調査 87.4％）、次いで「ひとり親家

庭等医療費助成制度」が 86.6％（前回調査 86.5％）、「公共職業安定所（ハローワ

ーク）」が 80.2％（前回調査 81.2％）、「ひとり親家庭就業支援講座」が 71.1％（前

回調査 74.0％）、「野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ）」が 66.0％

（前回調査 69.0％）、「ファミリー・サポート・センター事業」が 60.1％（前回調

査 57.9％）となっています。 

3.8 
55.0 

49.2 

2.0 

3.0 

1.9 

0.9 

0.6 

1.1 

7.6 

0.4 

2.4 

4.1 

2.1 

2.1 

1.3 

3.2 

0.7 

3.7 

0.9 

11.1 

5.9 

4.0 

1.7 
2.7 

1.8 

2.5 

1.0 

41.4 

33.9 

37.4 

33.5 

44.8 

34.1 

30.0 

23.5 

33.4 

63.5 

23.4 

43.5 

56.0 

37.1 

49.0 

45.0 

53.8 

39.4 

28.0 

23.9 

69.1 

60.1 

50.8 

50.1 

49.9 

35.3 

30.9 

36.1 

36.6 

0.0 

2.1 
48.7 

35.9 

47.9 

52.7 

59.0 

49.0 

14.2 

59.5 

38.2 

24.6 

44.3 

33.0 

37.5 

27.3 

43.3 

51.8 

58.4 

4.8 

18.4 

29.7 

32.8 

31.7 

46.6 

50.6 

46.9 

18.3 

11.1 

11.3 

15.9 

16.3 

16.1 

16.4 

17.0 

16.5 

14.6 

16.6 

15.9 

15.3 

16.4 

15.9 

16.2 

15.7 

16.6 

16.5 

16.7 

15.1 

15.6 

15.5 

15.4 

15.7 

16.4 

16.0 

16.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子・父子自立支援員

児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

母子・父子自立支援プログラム策定事業

ひとり親家庭就業支援講座

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭情報交換事業

ファミリー・サポート・センター事業

病児・病後児保育事業

養育費確保のための無料法律相談

養育費等個別法律相談会

法律相談(市役所）

消費生活相談(市役所）

民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業

住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業

公共職業安定所（ハローワーク）

野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ）

無料職業紹介所（市役所内）

民生委員児童委員、主任児童委員

家庭児童相談室（市役所内）

配偶者暴力相談支援センター（県及び市）

野田市母子寡婦福祉会

子ども食堂

制度、施策の認知度及び利用状況 母子家庭

役に立った 知っている 知らない 無回答
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父子家庭は、「児童扶養手当」が 80.3％（前回調査 89.6％）、「ひとり親家庭等

医療費助成制度」が 76.1％（前回調査 86.2％）、「公共職業安定所（ハローワーク）」

が 71.8％（前回調査 78.2％）となっています。 

1.4 
38.0 

32.4 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

5.6 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

28.2 

42.3 

43.7 

14.1 

21.1 

14.1 

15.5 

12.7 

25.4 

52.1 

8.5 

22.5 

25.4 

5.6 

18.3 

21.1 

40.8 

31.0 

12.7 

11.3 

66.2 

52.1 

29.6 

26.8 

42.3 

22.5 

8.5 

16.9 

43.7 

2.8 

5.6 
62.0 

54.9 

60.6 

60.6 

63.4 

50.7 

25.4 

67.6 

53.5 

52.1 

70.4 

57.7 

54.9 

32.4 

46.5 

63.4 

64.8 

7.0 

22.5 

45.1 

47.9 

32.4 

53.5 

67.6 

59.2 

26.8 

16.9 

18.3 

22.5 

23.9 

25.4 

23.9 

23.9 

23.9 

22.5 

23.9 

23.9 

22.5 

23.9 

23.9 

23.9 

25.4 

22.5 

23.9 

23.9 

21.1 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子・父子自立支援員

児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

母子・父子自立支援プログラム策定事業

ひとり親家庭就業支援講座

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭情報交換事業

ファミリー・サポート・センター事業

病児・病後児保育事業

養育費確保のための無料法律相談

養育費等個別法律相談会

法律相談(市役所）

消費生活相談(市役所）

民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業

住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業

公共職業安定所（ハローワーク）

野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ）

無料職業紹介所（市役所内）

民生委員児童委員、主任児童委員

家庭児童相談室（市役所内）

配偶者暴力相談支援センター（県及び市）

野田市母子寡婦福祉会

子ども食堂

制度、施策の認知度及び利用状況 父子家庭

役に立った 知っている 知らない 無回答
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④ 相談相手の有無 

  相談相手について、母子家庭は「いる」が 64.5％、父子家庭は「いる」が 39.4％

でとなっています。 

64.5 

12.7 

12.4 

10.3 

0 10 20 30 40 50 60 70

いる

欲しい

必要がない

無回答

相談相手の有無 母子家庭 （単位：％）

３０年度

 

39.4 

16.9 

35.2 

8.5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

いる

欲しい

必要がない

無回答

相談相手の有無 父子家庭 （単位：％）

３０年度
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（２） 寡婦の状況 

<１> 寡婦自身に係る内容 

① 年齢 

寡婦の年齢は、年齢別階層でみると「70 歳以上」が最も多く 61.8％（前回調査

52.0％）となっています。 

0.6 

0.0 

0.0 

0.6 

6.9 

12.6 

24.6 

52.0 

2.9 

0.0 

2.9 

4.4 

2.9 

2.9 

5.9 

17.6 

61.8 

1.5 

0 10 20 30 40 50 60 70

４０歳未満

４０歳～４４歳

４５歳～４９歳

５０歳～５４歳

５５歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳以上

無回答

年 齢 (単位：％)

２５年度 ３０年度

 

 

② 現在同居している家族 

現在同居している家族は、前回調査同様「子ども」の割合が最も多く 67.6％（前

回調査 70.9％）、次いで「孫」が 48.5％（前回調査 48.6％）、「子どもの妻（夫）」

が 30.9％（前回調査 28.0％）となっています。 

70.9 

28.0 

48.6 

5.1 

1.7 

0.0 

1.1 

0.0 

67.6 

30.9 

48.5 

13.2 

0.0 

1.5 

1.5 

7.4 

0 20 40 60 80

子ども

子どもの妻(夫)

孫

父母

祖父母

兄弟姉妹

その他

無回答

現在同居している家族 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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  ③ 現在の悩み 

 寡婦の現在の悩みは、「老後のこと」が 29.4％（前回調査 35.4％）、次いで「特

になし」が 27.9％（前回調査 19.4％）となっています。 

8.6 

1.7 

8.6 

1.7 

2.3 

1.1 

31.4 

10.9 

2.9 

35.4 

19.4 

0.0 

16.0 

8.8 

5.9 

14.7 

2.9 

0.0 

0.0 

22.1 

10.3 

1.5 

29.4 

27.9 

1.5 

13.2 

0 10 20 30 40

子どものこと

仕事のこと

生活費のこと

住まいのこと

相談相手がいないこと

家事のこと

自分の健康のこと

家族の健康のこと

人間関係のこと

老後のこと

特になし

その他

無回答

寡婦の現在の悩み (単位：％)

２５年度 ３０年度

 
 

<２> 住居の状況 

① 住まいの状況 

住まいについては、前回調査同様に「持ち家」が圧倒的に多く 80.9％（前回調

査 85.7％）となっています。 

85.7 

1.7 

3.4 

0.6 

0.0 

5.1 

0.0 

3.4 

80.9 

5.9 

5.9 

1.5 

0.0 

1.5 

0.0 

4.4 

0 20 40 60 80 100

持ち家

親（子）などの家に同居

県営、市営住宅

公団公社の住宅

社宅、寮

民間の賃貸住宅

その他

無回答

住居の状況 (単位：％)

２５年度 ３０年度
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<３> 就労状況について 

① 就業形態 

寡婦は、現在働いている方が 39.6％、「不就業」は 11.8％となっています。 

寡婦の就業形態は、「パート、アルバイト等」が最も多く 17.6％、次いで「正規

の職員・従業員」が 8.8％となっています。 

8.8 

2.9 

17.6 

4.4 

4.4 

1.5 

0.0 

11.8 

48.5 

0 10 20 30 40 50 60

正規の職員・従業員

労働者派遣事業所の派遣社員

パート・アルバイト等

会社などの役員

自営業

家族従業者

その他

不就業

無回答

現在の就業形態 (単位：％)

３０年度

 

 

② 仕事と生活に関する悩み 

現在働いている寡婦の仕事と生活に関して、「特に悩みはない」が 33.3％（前回

調査 39.4％）となっていますが、「収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安が

ある」（前回調査 15.2％）、「休日は体を休めることがほとんどで、自由に使える時

間がない」（前回調査 10.6％）もそれぞれ 22.2％となっています。 

 

0.0 

10.6 

1.5 

15.2 

10.6 

39.4 

12.1 

25.8 

3.7 

14.8 

7.4 

22.2 

22.2 

33.3 

3.7 

18.5 

0 20 40 60

仕事上の悩みなどを聞いてくれるところがない

収入をもっと上げたいが、どのようにしたらいいのかわからない

収入をもっと上げるため、就職や転職をしたいが技能、資格がない

収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安がある

休日は体を休めることがほとんどで、自由に使える時間がない

特に悩みはない

その他

無回答

仕事と生活に関する悩み (単位：％)

２５年度 ３０年度
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<４> 生活について 

① 就労による収入 

回答者のうち、就労による収入（税込み）は、前回調査同様「100 万円未満」が

最も多く 10.3％（前回調査 14.9％）となっています。 

14.9 

6.3 

1.7 

1.7 

2.3 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

70.3 

10.3 

7.4 

0.0 

2.9 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.4 

73.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～250万円未満

250～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500万円以上

無回答

寡婦自身の年間就労収入 （単位：％）

２５年度 ３０年度

 

 

② 世帯の総収入 

回答の中で世帯の総収入に含まれているものをみると、「遺族基礎年金、厚生年金」

が最も多く 30.9％（前回調査 33.1％）、次いで「あなたの勤労収入」が 26.5％（前

回調査 20.0％）となっています。 

20.0 

8.0 

20.6 

0.0 

1.1 

0.0 

0.6 

33.1 

2.9 

8.6 

0.0 

0.0 

5.1 

3.4 

45.7 

26.5 

5.9 

17.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30.9 

2.9 

5.9 

0.0 

0.0 

5.9 

1.5 

47.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

あなたの勤労収入

同居家族（子ども以外）の勤労収入

子どもの勤労収入

養育費

児童扶養手当

生活保護費

親、親族からの援助

遺族基礎年金、厚生年金

生命保険の保険金

預貯金のとりくずし

母子父子寡婦福祉資金借入金

親からの仕送り

家賃・地代の収入

その他

無回答

総収入の内訳 （単位：％）

２５年度 ３０年度
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③ 制度や施策の認知度及び利用状況 

「知っている」と「役に立った」を合わせた《知っている》が最も多いのは、「野

田市母子寡婦福祉会」が 72.0％、次いで「児童扶養手当」が 57.4％（前回調査

51.4％）、「ひとり親家庭情報交換事業」（前回調査 35.5％）、「公共職業安定所（ハ

ローワーク）」（前回調査 46.8％）がそれぞれ 55.9％となっています。 

1.5 
10.3 

7.4 

4.4 

2.9 

0.0 

2.9 

0.0 

0.0 

2.9 

0.0 

5.9 

2.9 

0.0 

1.5 

1.5 

8.8 

0.0 

2.9 

1.5 

0.0 

19.1 

44.1 

47.1 

42.6 

38.2 

35.3 

29.4 

29.4 

20.6 

29.4 

50.0 

35.3 

50.0 

50.0 

39.7 

23.5 

25.0 

47.1 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

52.9 

10.3 

1.5 
8.8 

8.8 

16.2 

22.1 

23.5 

35.3 

22.1 

4.4 

19.1 

5.9 

8.8 

13.2 

27.9 
27.9 

5.9 

10.3 

5.9 

10.3 

10.3 

2.9 

44.1 

41.2 

41.2 

48.5 

45.6 

48.5 

44.1 

44.1 

48.5 

42.6 

45.6 

38.2 

38.2 

47.1 

47.1 

45.6 

38.2 

44.1 

45.6 

42.6 

44.1 

25.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子・父子自立支援員

児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

母子・父子自立支援プログラム策定事業

ひとり親家庭就業支援講座

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭情報交換事業

法律相談（市役所）

消費生活相談（市役所）

民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業

住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業

公共職業安定所（ハローワーク）

野田地域職業訓練センター（さわやかワークのだ）

無料職業紹介所（市役所内）

民生委員児童委員、主任児童委員

家庭児童相談室（市役所内）

野田市母子寡婦福祉会

制度、施策の認知度及び利用状況

役に立った 知っている 知らない 無回答
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④ 相談相手の有無 

  相談相手については、「いる」が最も多く 52.9％、次いで「必要がない」が 13.2％

となっています。 

52.9 

4.4 

13.2 

29.4 

0 10 20 30 40 50 60

いる

欲しい

必要がない

無回答

相談相手の有無 （単位：％）

３０年度
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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 



 

 

55 

◆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 
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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 



 

 

69 

 

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 



91 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法 

（昭和三十九年七月一日） 

（法律第百二十九号） 

第四十六回通常国会 

第三次池田内閣 

改正 昭和四三年五月一五日法律第四七号 

同五六年六月一一日同第七九号 

同五九年八月一〇日同第七一号 

同六〇年七月一二日同第九〇号 

平成二年六月二九日同第五八号 

同五年五月二一日同第四八号 

同五年一一月一二日同第八九号 

同六年六月二九日同第四九号 

同九年六月一一日同第七四号 

同一一年七月一六日同第八七号 

同一一年七月一六日同第一〇二号 

同一一年一二月二二日同第一六〇号 

同一二年六月七日同第一一一号 

同一四年一一月二九日同第一一九号 

同一五年七月一六日同第一二一号 

同一八年六月二日同第五〇号 

同二三年六月二四日同第七四号 

同二三年八月三〇日同第一〇五号 

同二四年八月二二日同第六七号 

（同二六年 四月二三日同 第 二八号） 

同二六年四月二三日同第二八号 

同二八年六月三日同第六三号 

母子福祉法をここに公布する。 

母子及び父子並びに寡婦福祉法 

（昭五六法七九・平二六法二八・改称） 

目次 

第一章 総則（第一条―第十条の二） 

第二章 基本方針等（第十一条・第十二条） 

第三章 母子家庭に対する福祉の措置（第十三条―第三十一条の五） 

第四章 父子家庭に対する福祉の措置（第三十一条の六―第三十一条の十一） 

第五章 寡婦に対する福祉の措置（第三十二条―第三十五条の二） 

第六章 福祉資金貸付金に関する特別会計等（第三十六条・第三十七条） 

第七章 母子・父子福祉施設（第三十八条―第四十一条） 

第八章 費用（第四十二条―第四十五条） 

第九章 雑則（第四十六条・第四十七条） 

第十章 罰則（第四十八条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に

対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的

とする。 

（昭五六法七九・平一四法一一九・一部改正） 

（基本理念） 

第二条 全て母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるた
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めに必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 

２ 寡婦には、母子家庭の母及び父子家庭の父に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。 

（昭五六法七九・平一四法一一九・平二六法二八・一部改正） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通

じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。 

（昭五六法七九・平一四法一一九・一部改正） 

（関係機関の責務） 

第三条の二 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四

十五号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法

（昭和二十二年法律第百六十四号）に定める児童委員、売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）第三十五

条第一項に規定する婦人相談員、児童福祉法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、同法第

三十八条に規定する母子生活支援施設、第十七条第一項、第三十条第三項又は第三十一条の五第二項の規定に

より都道府県又は市（特別区を含む。以下同じ。）町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・

父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他母子家庭の支援を行う関係機関は、母子家庭の母

及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。 

２ 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他父子家庭の福祉に関する機関、児童福祉

法に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、第三十一条の七第一項、

第三十一条の九第三項又は第三十一条の十一第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている

者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他父子家庭の支援

を行う関係機関は、父子家庭の父及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。 

３ 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他寡婦の福祉に関する機関、第三十三条第

一項、第三十五条第三項又は第三十五条の二第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、

第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他寡婦の支援を行う関

係機関は、寡婦の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。 

（平二六法二八・追加、平二八法六三・一部改正） 

（自立への努力） 

第四条 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安

定と向上に努めなければならない。 

（昭五六法七九・平一四法一一九・平二六法二八・一部改正） 

（扶養義務の履行） 

第五条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費

用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 

２ 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該

児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親

の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければ

ならない。 

（平一四法一一九・追加） 

（定義） 

第六条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）と死別した女子であつて、現に婚姻（婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる

女子をいう。 

一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの 

二 配偶者の生死が明らかでない女子 

三 配偶者から遺棄されている女子 

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子 
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六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの 

２ この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの

及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 

一 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 

二 配偶者の生死が明らかでない男子 

三 配偶者から遺棄されている男子 

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子 

六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの 

３ この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。 

４ この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法（明治二

十九年法律第八十九号）第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。 

５ この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。 

６ この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの（配偶者の

ない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの（以下「配偶者のない女子で

現に児童を扶養しているもの」という。）又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養し

ているもの（以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。）をいう。第八条第二項にお

いて同じ。）の福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人で

あつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。 

一 社会福祉法人 理事 

二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの 厚生労働省令で

定める役員 

（昭五六法七九・一部改正、平一四法一一九・旧第五条繰下・一部改正、平一八法五〇・平二六法二

八・一部改正） 

（都道府県児童福祉審議会等の権限） 

第七条 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定め

る者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 

一 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会（同条第一項ただし書に規定する都道府県に

あつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会） 都道府県知事 

二 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。） 

（平二六法二八・全改） 

（母子・父子自立支援員） 

第八条 都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。）及び福祉事務所を管理する町村長（以下「都道府県知事

等」という。）は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者

のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。 

２ 母子・父子自立支援員は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 

一 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供

及び指導を行うこと。 

二 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支

援を行うこと。 

３ 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村（以下「都道府県等」という。）は、母子・父子自立支援員の

研修の実施その他の措置を講ずることにより、母子・父子自立支援員その他の母子家庭の母及び父子家庭の父

並びに寡婦の自立の支援に係る事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（昭五六法七九・平一一法八七・一部改正、平一四法一一九・旧第七条繰下・一部改正、平二六法二

八・平二八法六三・一部改正） 

（福祉事務所） 

第九条 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 

一 母子家庭等及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他必要な実

情の把握に努めること。 

二 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随す
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る業務を行うこと。 

（昭五六法七九・平一二法一一一・一部改正、平一四法一一九・旧第八条繰下・一部改正、平二六法

二八・一部改正） 

（児童委員の協力） 

第十条 児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員

の行う職務に協力するものとする。 

（平一四法一一九・旧第九条繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等） 

第十条の二 都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な

支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のた

めの措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を

行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。 

（平二六法二八・追加） 

第二章 基本方針等 

（昭五六法七九・平一四法一一九・改称） 

（基本方針） 

第十一条 厚生労働大臣は、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（以下

「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

二 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 

三 都道府県等が、次条の規定に基づき策定する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

る計画（以下「自立促進計画」という。）の指針となるべき基本的な事項 

四 前三号に掲げるもののほか、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重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に

協議するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

（自立促進計画） 

第十二条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようと

するときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を

保つよう努めなければならない。 

一 当該都道府県等の区域における母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

二 当該都道府県等の区域において母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基

本となるべき事項 

三 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために講ず

べき具体的な措置に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、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重要事項 

２ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の

置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向その他

の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない。 

３ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七条各号に掲げる機

関、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十七条第一項又は第四項に規定する機関その

他の母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければな

らない。 

４ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子・父子福祉団体の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、インターネットの利用その他の厚生労働省令で定める方法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求める

ことその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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（平一四法一一九・追加、平二三法一〇五・平二六法二八・一部改正） 

第三章 母子家庭に対する福祉の措置 

（平一四法一一九・章名追加、平二六法二八・改称） 

（母子福祉資金の貸付け） 

第十三条 都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童（配偶者の

ない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その

他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下こ

の項及び第三項において同じ。）に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あ

わせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。 

一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 

二 配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金 

三 配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を

習得するのに必要な資金 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金

であつて政令で定めるもの 

２ 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付け

る必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない女子が民法第八百

七十七条の規定により扶養している全ての児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継

続してその貸付けを行うことができる。 

３ 都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金

であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合におい

て、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるとこ

ろにより、当該児童（前項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。）がその修学又は知識技能

の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。 

（昭四三法四七・昭五六法七九・一部改正、平一四法一一九・旧第十条繰下・一部改正、平二六法二

八・一部改正） 

（母子・父子福祉団体に対する貸付け） 

第十四条 都道府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主とし

て次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政

令で定めるものを行う母子・父子福祉団体に対し、これらの事業につき、前条第一項第一号に掲げる資金を貸

し付けることができる。 

一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 

二 前号に掲げる者及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの 

三 第一号に掲げる者及び寡婦 

四 第二号に掲げる者及び寡婦 

（平一四法一一九・旧第十一条繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（償還の免除） 

第十五条 都道府県は、第十三条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身

体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決

を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合

は、この限りでない。 

２ 都道府県は、第十三条第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状

況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定

めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。 

（昭五六法七九・一部改正、平一四法一一九・旧第十二条繰下・一部改正） 

（政令への委任） 

第十六条 前三条に定めるもののほか、第十三条及び第十四条の規定による貸付金（以下「母子福祉資金貸付金」

という。）の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政

令で定める。 

（平五法四八・全改、平一四法一一九・旧第十三条繰下・一部改正） 
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（母子家庭日常生活支援事業） 

第十七条 都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理

由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居

宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて

行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定める

ものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採るこ

とができる。 

２ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平二法五八・追加、平五法四八・旧第十五条の二繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平

一四法一一九・旧第十四条繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（措置の解除に係る説明等） 

第十八条 都道府県知事又は市町村長は、前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る

者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当

該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限

りでない。 

（平五法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・旧第十四条の二繰下、平二六法

二八・一部改正） 

（行政手続法の適用除外） 

第十九条 第十七条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第

十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

（平五法八九・追加、平一四法一一九・旧第十四条の三繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（事業の開始） 

第二十条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定め

る事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業（第十七条第一項の措置に係る者につき同項の

厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。）を行うことができる。 

（平二法五八・追加、平五法四八・旧第十五条の三繰上・一部改正、平五法八九・平一一法一六〇・

一部改正、平一四法一一九・旧第十五条繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（廃止又は休止） 

第二十一条 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらか

じめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

（平二法五八・追加、平五法四八・旧第十五条の四繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一

九・旧第十五条の二繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（報告の徴収等） 

第二十二条 都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業

を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその

事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（平二法五八・追加、平五法四八・旧第十五条の五繰上、平一四法一一九・旧第十五条の三繰下・一

部改正、平二六法二八・一部改正） 

（事業の停止等） 

第二十三条 都道府県知事は、母子家庭日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若し

くはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十七条第

一項の措置に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、

その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 

（平二法五八・追加、平五法四八・旧第十五条の六繰上・一部改正、平五法八九・一部改正、平一四

法一一九・旧第十五条の四繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（受託義務） 
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第二十四条 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、第十七条第一項の規定による委託を受けたときは、正当な

理由がなく、これを拒んではならない。 

（平二法五八・追加、平五法四八・旧第十五条の七繰上・一部改正、平一四法一一九・旧第十五条の

五繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（売店等の設置の許可） 

第二十五条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児

童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、

雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又

は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。 

２ 前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほ

かは、自らその業務に従事し、又は当該母子・父子福祉団体が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養し

ているものをその業務に従事させなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県

の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売

物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子・父子福祉団体

に知らせる措置を講じなければならない。 

（平一四法一一九・旧第十六条繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（製造たばこの小売販売業の許可） 

第二十六条 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）

第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当

しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。 

２ 前条第二項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。 

（昭五九法七一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・旧第十七条繰下） 

（公営住宅の供給に関する特別の配慮） 

第二十七条 地方公共団体は、公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）による公営住宅の供給を行う場合

には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。 

（平一四法一一九・旧第十八条繰下・一部改正） 

（特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮） 

第二十八条 市町村は、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第二十七条第一項に規定する特

定教育・保育施設（次項において「特定教育・保育施設」という。）又は同法第四十三条第三項に規定する特

定地域型保育事業（次項において「特定地域型保育事業」という。）の利用について、同法第四十二条第一項

若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあつせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法

第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の

配慮をしなければならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者

は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童（同法

第十九条第一項第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。）又は当該特定地域型保

育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、母子家庭の福祉が増進されるように特

別の配慮をしなければならない。 

３ 市町村は、児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業その他の厚生労働省令で定める

事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・平二四法六七（平二六法二八）・一部改正） 

（雇用の促進） 

第二十九条 国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主そ

の他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進

等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の

母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（昭五六法七九・平九法七四・一部改正、平一四法一一九・旧第十九条繰下・一部改正、平二六法二

八・一部改正） 
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（母子家庭就業支援事業等） 

第三十条 国は、前条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものと

する。 

一 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。 

二 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。 

三 都道府県が行う次項に規定する業務（以下「母子家庭就業支援事業」という。）について、都道府県に対

し、情報の提供その他の援助を行うこと。 

２ 都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な

連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。 

一 母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。 

二 母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。 

三 母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他母子家庭

の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。 

３ 都道府県は、母子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することが

できる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

（母子家庭自立支援給付金） 

第三十一条 都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図

るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次

に掲げる給付金（以下「母子家庭自立支援給付金」という。）を支給することができる。 

一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、厚生労働省令で定める教育訓練を受け、当該教育訓

練を修了した場合に、その者に支給する給付金（以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。） 

二 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資

格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との

両立を支援するためその者に支給する給付金（以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。） 

三 前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

（不正利得の徴収） 

第三十一条の二 偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた者があるときは、都道府

県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 

（平二六法二八・追加） 

（受給権の保護） 

第三十一条の三 母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、

譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 

（平二六法二八・追加） 

（公課の禁止） 

第三十一条の四 租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金

として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 

（平二六法二八・追加） 

（母子家庭生活向上事業） 

第三十一条の五 都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体

と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務（以下「母子家庭生活向上事業」という。）を行うことができる。 

一 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体によ

る支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。 

二 母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。 

三 母子家庭の母及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。 

２ 都道府県及び市町村は、母子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託

することができる。 
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３ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平二六法二八・追加） 

第四章 父子家庭に対する福祉の措置 

（平二六法二八・追加） 

（父子福祉資金の貸付け） 

第三十一条の六 都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童（配

偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である

子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。

以下この項及び第三項において同じ。）に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図

り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。 

一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 

二 配偶者のない男子が扶養している児童の修学に必要な資金 

三 配偶者のない男子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を

習得するのに必要な資金 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない男子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金

であつて政令で定めるもの 

２ 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付け

る必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第八百

七十七条の規定により扶養している全ての児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継

続してその貸付けを行うことができる。 

３ 都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金

であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合におい

て、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるとこ

ろにより、当該児童（前項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。）がその修学又は知識技能

の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。 

４ 第十四条（各号を除く。）の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用

される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るた

めの事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「次

の各号」とあるのは「第三十一条の六第四項各号」と、「又は第一号」とあるのは「又は同項第一号」と、「前

条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。 

一 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの 

二 前号に掲げる者及び寡婦 

５ 第十五条第一項の規定は第一項から第三項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第二

項の規定は第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用す

る。 

６ 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項か

ら第三項まで及び第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金（以下「父子福祉資金貸付

金」という。）の貸付けを行わない。 

７ 第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項において準用する第十五条及

び前項に定めるもののほか、父子福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他父子福祉資金貸付

金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。 

（平二六法二八・追加） 

（父子家庭日常生活支援事業） 

第三十一条の七 都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その

他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その

者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識を

もつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で

定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を

採ることができる。 
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２ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ 第十八条及び第十九条の規定は、第一項の措置について準用する。 

４ 第二十条の規定は父子家庭日常生活支援事業（第一項の措置に係る配偶者のない男子で現に児童を扶養して

いるものにつき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。）について、第二十一条

から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、それぞれ準用する。この場合にお

いて、第二十二条第一項中「母子家庭の」とあるのは「父子家庭の」と、第二十三条中「第十七条第一項」と

あるのは「第三十一条の七第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配

偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第二十四条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一

条の七第一項」と読み替えるものとする。 

（平二六法二八・追加） 

（公営住宅の供給に関する特別の配慮等） 

第三十一条の八 第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の

父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。 

（平二六法二八・追加） 

（父子家庭就業支援事業等） 

第三十一条の九 国は、前条において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置の

ほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。 

二 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。 

三 都道府県が行う次項に規定する業務（以下「父子家庭就業支援事業」という。）について、都道府県に対

し、情報の提供その他の援助を行うこと。 

２ 都道府県は、就職を希望する父子家庭の父及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な

連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。 

一 父子家庭の父及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。 

二 父子家庭の父及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。 

三 父子家庭の父及び児童並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他父子家庭

の父及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。 

３ 都道府県は、父子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することが

できる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平二六法二八・追加） 

（父子家庭自立支援給付金） 

第三十一条の十 第三十一条から第三十一条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているも

のについて準用する。この場合において、第三十一条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自

立支援給付金」と、同条第一号中「母子家庭自立支援教育訓練給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓

練給付金」と、同条第二号中「母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭高等職業訓練促進給

付金」と、第三十一条の二中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、第三十

一条の三及び第三十一条の四中「母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」と

あるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるものとする。 

（平二六法二八・追加） 

（父子家庭生活向上事業） 

第三十一条の十一 都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団

体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務（以下「父子家庭生活向上事業」という。）を行うことができる。 

一 父子家庭の父及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体によ

る支援その他の父子家庭の父及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。 

二 父子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。 

三 父子家庭の父及び児童に対し、父子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。 

２ 都道府県及び市町村は、父子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託
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することができる。 

３ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平二六法二八・追加） 

第五章 寡婦に対する福祉の措置 

（昭五六法七九・追加、平一四法一一九・旧第二章の二繰下、平二六法二八・旧第四章繰下） 

（寡婦福祉資金の貸付け） 

第三十二条 都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子そ

の他これに準ずる者（以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。）に対し、寡婦の経済的自立

の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付け

ることができる。 

一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 

二 寡婦の被扶養者の修学に必要な資金 

三 寡婦又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金 

四 前三号に掲げるもののほか、寡婦及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるも

の 

２ 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得に

係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知

識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者で

あつた者が修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対して、当該資金

の貸付けを行うことができる。 

３ 民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の

収入が政令で定める基準を超えるときは、第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で

定める特別の事情がある者については、この限りでない。 

４ 第十四条（各号を除く。）の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用

される者が主として寡婦であるもの又は寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う

母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号」とあるのは、「第三

十二条第一項第一号」と読み替えるものとする。 

５ 第十五条第一項の規定は、第一項及び第二項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。 

６ 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子

福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項及び第二項並びに第四

項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金（以下「寡婦福祉資金貸付金」という。）の貸付

けを行わない。 

７ 第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項において準用する第十五条第

一項及び前項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他寡婦福祉資

金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。 

（昭五六法七九・追加、平五法四八・一部改正、平一四法一一九・旧第十九条の二繰下・一部改正、

平二六法二八・一部改正） 

（寡婦日常生活支援事業） 

第三十三条 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認めら

れるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所におい

て、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むの

に必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該

便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。 

２ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ 第十八条及び第十九条の規定は、第一項の措置について準用する。 

４ 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で

定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業（第一項の措置に係る寡婦につき同項の厚生労

働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。）を行うことができる。 
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５ 第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合にお

いて、第二十二条第一項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」と、第二十三条中「第十七条第一項」とある

のは「第三十三条第一項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第

二十四条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と読み替えるものとする。 

（平二法五八・追加、平五法四八・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・旧第

十九条の三繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（売店等の設置の許可等） 

第三十四条 第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第

二十五条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体」とあり、及び

同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子・父子福祉団体」とあるのは、「寡

婦」と読み替えるものとする。 

２ 第二十五条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子・父子福祉団体は、同条第

二項の規定にかかわらず、当該母子・父子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。 

（昭五六法七九・追加、平二法五八・旧第十九条の三繰下、平一四法一一九・旧第十九条の四繰下・

一部改正、平二六法二八・一部改正） 

（寡婦就業支援事業等） 

第三十五条 国は、前条第一項において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置

のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。 

二 寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。 

三 都道府県が行う次項に規定する業務（以下「寡婦就業支援事業」という。）について、都道府県に対し、

情報の提供その他の援助を行うこと。 

２ 都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、

次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。 

一 寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。 

二 寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。 

三 寡婦及び事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援

を行うこと。 

３ 都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができ

る。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

（寡婦生活向上事業） 

第三十五条の二 都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図

りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る

情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。 

２ 都道府県及び市町村は、前項に規定する業務（以下「寡婦生活向上事業」という。）に係る事務の全部又は

一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

３ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（平二六法二八・追加） 

第六章 福祉資金貸付金に関する特別会計等 

（平五法四八・追加、平一四法一一九・旧第二章の三繰下、平二六法二八・旧第五章繰下） 

（特別会計） 

第三十六条 都道府県は、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（以下「福祉資金

貸付金」と総称する。）の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。 

２ 前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第一項の規定による国からの借入金（以下「国か

らの借入金」という。）、福祉資金貸付金の償還金（当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以

下同じ。）及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第二項及び第四項の規定による国へ
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の償還金、同条第五項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその

歳出とする。 

３ 都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入

に繰り入れなければならない。 

４ 第二項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収

納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金

の額との合計額を超えてはならない。 

（平五法四八・追加、平一四法一一九・旧第十九条の五繰下、平二六法二八・一部改正） 

（国の貸付け等） 

第三十七条 国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、

当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。 

２ 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えると

きは、その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額

を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。 

一 当該年度の前々年度までの国からの借入金の総額（この項及び第四項の規定により国に償還した金額を除

く。） 

二 前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰

り入れた金額の総額（第五項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。）との合計額 

３ 前項の政令で定める額は、当該都道府県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余

金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。 

４ 都道府県は、第二項に規定するもののほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにお

いて、国からの借入金の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。 

５ 都道府県は、毎年度、第二項又は前項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度

として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定め

るところにより一般会計に繰り入れることができる。 

６ 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及び

その後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第一号に掲げる金額の第二号に掲げる

金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。 

一 国からの借入金の総額（第二項及び第四項の規定により国に償還した金額を除く。） 

二 前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額（前項の

規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。）との合計額 

７ 第一項の規定による国の貸付け並びに第二項、第四項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な

事項は、厚生労働省令で定める。 

（平五法四八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・旧第十九条の六繰下） 

第七章 母子・父子福祉施設 

（平一四法一一九・旧第三章繰下、平二六法二八・旧第六章繰下・改称） 

（母子・父子福祉施設） 

第三十八条 都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、そ

の心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。 

（平一四法一一九・旧第二十条繰下、平二六法二八・一部改正） 

（施設の種類） 

第三十九条 母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。 

一 母子・父子福祉センター 

二 母子・父子休養ホーム 

２ 母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、

生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設

とする。 

３ 母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のた

めの便宜を供与することを目的とする施設とする。 

（平一四法一一九・旧第二十一条繰下・一部改正、平二六法二八・一部改正） 



104 

（施設の設置） 

第四十条 市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めると

ころによらなければならない。 

（平一二法一一一・一部改正、平一四法一一九・旧第二十二条繰下、平二六法二八・一部改正） 

（寡婦の施設の利用） 

第四十一条 母子・父子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭等に準じて母子・父子福祉施設を利用させるこ

とができる。 

（昭五六法七九・追加、平一四法一一九・旧第二十二条の二繰下、平二六法二八・一部改正） 

第八章 費用 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・旧第七章繰下） 

（市町村の支弁） 

第四十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一 第十七条第一項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 

二 第三十一条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 

三 第三十一条の五第一項の規定により市町村が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用 

四 第三十一条の七第一項の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 

五 第三十一条の十の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 

六 第三十一条の十一第一項の規定により市町村が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用 

七 第三十三条第一項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用 

八 第三十五条の二第一項の規定により市町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

（都道府県の支弁） 

第四十三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 

一 第十七条第一項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 

二 第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用 

三 第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 

四 第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用 

五 第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 

六 第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用 

七 第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 

八 第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用 

九 第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用 

十 第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用 

十一 第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

（都道府県の補助） 

第四十四条 都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、

同条第一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用については、その四分の一以内を補助すること

ができる。 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

（国の補助） 

第四十五条 国は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第

一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第二号及び第五

号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。 

２ 国は、政令で定めるところにより、第四十三条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第一号、

第二号、第四号、第五号、第六号及び第八号から第十一号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第

三号及び第七号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。 

（平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正） 

第九章 雑則 

（平一四法一一九・旧第四章繰下、平二六法二八・旧第八章繰下） 
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（大都市等の特例） 

第四十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法（昭和二

十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二

百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）においては、政令で定めるところにより、指

定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場合においては、この法律中

都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。 

（平六法四九・平一一法八七・一部改正、平一四法一一九・旧第二十三条繰下） 

（実施命令） 

第四十七条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行につい

て必要な細則は、厚生労働省令で定める。 

（平二法五八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・旧第二十四条繰下） 

第十章 罰則 

（平二六法二八・追加） 

第四十八条 第十七条第二項、第三十条第四項、第三十一条の五第三項、第三十一条の七第二項、第三十一条の

九第四項、第三十一条の十一第三項、第三十三条第二項、第三十五条第四項又は第三十五条の二第三項の規定

に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

（平二六法二八・追加） 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条第四項ただし書の規定は、昭和四十年四月一日か

ら施行する。 

（母子福祉資金の貸付等に関する法律の廃止） 

第二条 母子福祉資金の貸付等に関する法律（昭和二十七年法律第三百五十号。以下「旧法」という。）は、廃

止する。 

（経過規定） 

第三条 都道府県は、当分の間、旧法第二条第二項に規定する父母のない児童に対して、第十三条の規定の例に

より、同条に規定する資金で児童の福祉の増進のために必要なものを貸し付けることができる。 

２ 前項の規定により貸し付ける資金は、第十三条の規定により貸し付ける資金とみなす。 

（平一四法一一九・一部改正） 

第四条 この法律（附則第一条ただし書に係る部分を除く。次条において同じ。）の施行前に旧法第三条又は第

三条の二の規定により貸し付けられた資金は、第十三条又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみな

す。 

（平一四法一一九・一部改正） 

第五条 この法律の施行の際現に旧法第十五条の規定による母子相談員である者は、この法律の規定による母子

相談員となるものとする。 

第六条 都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に

児童を扶養していないもの（寡婦を除く。以下この項において単に「四十歳以上の配偶者のない女子」という。）

に対して、第三十二条の規定の例により、次に掲げる資金を貸し付けることができる。 

一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 

二 四十歳以上の配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子そ

の他これに準ずる者（次号及び第四号において「被扶養者」という。）の修学に必要な資金 

三 四十歳以上の配偶者のない女子又は被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得

するのに必要な資金 

四 前三号に掲げるもののほか、四十歳以上の配偶者のない女子及び被扶養者の福祉のために必要な資金であ

つて政令で定めるもの 

２ 前項の規定により貸し付ける資金は、第三十二条第一項及び第二項の規定により貸し付ける資金とみなす。 

（昭五六法七九・全改、平一四法一一九・平二六法二八・一部改正） 

第七条 昭和五十七年四月一日前に、各道府県（指定都市を含む。以下同じ。）において、四十歳以上の配偶者

のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉

法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第百十九号）第一条の規定による改正前の第十九条の二第三項に
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定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦

福祉法の一部を改正する法律（平成五年法律第四十八号）による改正前の同条第五項において準用する同法に

よる改正前の第十三条第一項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。 

２ 昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた

資金は第三十二条第一項及び第二項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金

は同条第四項において準用する第十四条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子

であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの（寡婦を除く。）に貸し付けられた

資金は前条第一項の規定により貸し付けられた資金とみなす。 

３ 昭和五十七年四月一日前に第一項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の

貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律

（平成五年法律第四十八号）による改正前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十四

条第一項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。 

（昭五六法七九・全改、平五法四八・平一四法一一九・平二六法二八・一部改正） 

附 則 （昭和四三年五月一五日法律第四七号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和五六年六月一一日法律第七九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 

附 則 （昭和五九年八月一〇日法律第七一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

（政令への委任） 

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

附 則 （昭和六〇年七月一二日法律第九〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。 

一から四まで 略 

五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定（民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第

七条において同じ。）、第二十五条の規定（社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附

則第七条において同じ。）、第二十八条の規定（児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び

第五十八条の二の改正規定を除く。）並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公

布の日から起算して六月を経過した日 

附 則 （平成二年六月二九日法律第五八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。 

（母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

第十八条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法（以下この条において「新

法」という。）第十五条の三に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者につい

て同条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正す

る法律（平成二年法律第五十八号）の施行の日から起算して三月以内に」とする。 

２ この法律の施行の際現に新法第十九条の三第二項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第十五条

の三に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者について新法第十九条の三第二項の規定を適用する

場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律（平成二年法律第

五十八号）の施行の日から起算して三月以内に」とする。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成五年五月二一日法律第四八号） 抄 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定（同条を第十四条とす

る部分を除く。）、第十五条の三の改正規定（同条を第十五条とする部分を除く。）、第十九条の三の改正規

定（同条第三項に係る部分を除く。）並びに次条及び附則第九条の規定は、同年一月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の母子及び寡婦福祉法（以下「新法」という。）第

十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者であって前条ただし書に規

定する規定の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法（以下「旧法」という。）第十五条の二の厚生省令で

定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第十五条の規定を適用する場合においては、同条

中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律（平成五年法律第四十八号）附則

第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。 

２ 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に新法第十九条の三第二項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っ

ている新法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者であって前条ただし書に規定する規

定の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものにつ

いて新法第十九条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「母子及

び寡婦福祉法の一部を改正する法律（平成五年法律第四十八号）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の

日から起算して三月以内に」とする。 

第三条 旧法第十三条第一項（旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定により都道府県

に設けられた特別会計（以下「旧特別会計」という。）の平成五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度

の決算並びに旧法第十四条第二項（旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定による国

への償還については、なお従前の例による。この場合において、平成五年度の旧特別会計の決算上の剰余金と

して平成六年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の新法第十九条の五第一項の規定

により当該都道府県が設ける特別会計（以下「新特別会計」という。）の歳入に繰り入れるものとする。 

第四条 この法律の施行の際都道府県の旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。 

第五条 都道府県が旧法第十三条第一項に規定する母子福祉資金貸付金及び旧法第十九条の二第五項に規定する

寡婦福祉資金貸付金の財源として旧特別会計に繰り入れた繰入金は、新法第十九条の五第一項に規定する福祉

資金貸付金の財源として新特別会計に繰り入れた繰入金とみなす。 

第六条 都道府県の旧法第十四条第一項（旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定によ

る国からの借入金は、新法第十九条の六第一項の規定による国からの借入金とみなす。 

第七条 平成六年度及び平成七年度における新法第十九条の六第二項の規定の適用については、同項中「特別会

計の決算上の剰余金の額」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律（平成五年法律第四十八

号）による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額と同法による改正

前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別

会計の決算上の剰余金の額との合計額」とする。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成五年一一月一二日法律第八九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成六年一〇月一日） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴

聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他

の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による

改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを

除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみな

す。 

（政令への委任） 
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第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定

める。 

附 則 （平成六年六月二九日法律第四九号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律（平成六年法律第四十八号）

中地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地

方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。 

（第二編第十二章の改正規定の施行の日＝平成七年四月一日） 

附 則 （平成九年六月一一日法律第七四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五

十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公

園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農

業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の

特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、

第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四

項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地

方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団

体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法

律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三

条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下

この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によ

りされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施

行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条ま

での規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを

除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律

の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提

出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについて

は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当

規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事

項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用す

る。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において

「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」

という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に

引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分

庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政

不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法
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定受託事務とする。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに

設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に

示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団

体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成一三年一月六日） 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の

日 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律

で定める。 

―――――――――― 

○中央省庁等改革関係法施行法（平成一一法律一六〇）抄 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施行前に法令の規

定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に

別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、

相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為

は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定

に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなけれ

ばならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令

に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定

により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてそ

の手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 

（従前の例による処分等に関する経過措置） 

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、

承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行

為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令

の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当

の国の機関に対してすべきものとする。 

（政令への委任） 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法

に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令

で定める。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲



110 

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改

正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条

第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

―――――――――― 

附 則 （平成一二年六月七日法律第一一一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成一四年一一月二九日法律第一一九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 

（母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法（以下この条において「旧法」

という。）第七条第一項の規定により委嘱されている母子相談員は、第一条の規定による改正後の母子及び寡

婦福祉法（以下この条において「新法」という。）第八条第一項の規定により母子自立支援員として委嘱され

たものとみなす。 

２ この法律の施行の際現に新法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業を行い、又は休止している国

及び都道府県以外の者であって、旧法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業に係る同条又は第十五条の

二の規定による届出をしているものは、新法第二十条又は第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。 

３ この法律の施行の際現に新法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している

国及び都道府県以外の者であって、旧法第十九条の三第三項に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項又は第

四項において準用する旧法第十五条の二の規定による届出をしているものは、新法第三十三条第三項又は第四

項において準用する新法第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。 

４ この法律の施行前にされた旧法第十五条の四（旧法第十九条の三第四項において準用する場合を含む。）の

規定による母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業の制限又は停止の命令は、新法第二十三条（新法

第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生

活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。 

（政令への委任） 

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第六条 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等

の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一五年七月一六日法律第一二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の

五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

―――――――――― 

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成一八法律五〇）抄 

（政令への委任） 

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措

置は、政令で定める。 

附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄 

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二〇年一二月一日） 

（平二三法七四・旧第一項・一部改正） 

―――――――――― 

附 則 （平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を

含む。）は、政令で定める。 

―――――――――― 

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二四法律六七）抄 

（罰則に関する経過措置） 

第七十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄 

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

（施行の日＝平成二七年四月一日） 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

―――――――――― 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第

十四条並びに第十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成

二十六年十月一日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、

その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

（母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

第三条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法（以下この条において「旧

法」という。）第八条第一項の規定により委嘱されている母子自立支援員は、第二条の規定による改正後の母

子及び寡婦福祉法（以下この条において「新法」という。）第八条第一項の規定により母子・父子自立支援員

として委嘱されたものとみなす。 

２ 第二条の規定の施行前に旧法第十四条の規定により貸し付けられた旧法第十三条第一項第一号に掲げる資金

については、なお従前の例による。 

３ 第二条の規定の施行の際現に旧法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業であって次の各号に掲げ

るものに相当するものを行い、又は休止している国及び都道府県以外の者のうち、同条又は旧法第二十一条の

規定による届出をしているものは、第二条の規定の施行の日に当該各号に定める規定による届出をしたものと

みなす。 

一 新法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業 同条又は新法第二十一条 

二 新法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業 同項において準用する新法第二十条

又は第二十一条 

４ 第二条の規定の施行前にされた旧法第二十三条（旧法第三十三条第四項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止の命令は、新法

第二十三条（新法第三十一条の七第四項又は第三十三条第五項において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止
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を命ずる処分とみなす。 

５ 第二条の規定の施行前に旧法第三十二条第一項において読み替えて準用する旧法第十三条第一項又は第三項

の規定により貸し付けられた資金（配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法（明治二十

九年法律第八十九号）第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している

場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金に限る。）について

は、なお従前の例による。 

６ 第二条の規定の施行の際現に旧法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止して

いる国及び都道府県以外の者であって、同項又は同条第四項において準用する旧法第二十一条の規定による届

出をしているものは、第二条の規定の施行の日に新法第三十三条第四項又は同条第五項において準用する新法

第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。 

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年六月三日法律第六三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項とし

て二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節

を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、

同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項

の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、

第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項

及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三

十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六

条第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子

保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項及び第七項、第

八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項並

びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特

別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の四第一項及び第八項の改正規定（同条第一項及び第八項

中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。） 公布の日 

（検討等） 

第二条  

４ 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞ

れの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。 

（罰則に関する経過措置） 

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 
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○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 

(平成二十七年十月二日) 

(厚生労働省告示第四百十七号) 

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項の規定に基づき、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を次のように定めたので、同条第四項の規定に

より告示する。なお、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(平成二十年厚

生労働省告示第二百四十八号)は、廃止する。 

 

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 

 

目次 

はじめに 

第１ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

第２ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 

第３ 都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項 

 

はじめに 

1．方針のねらい 

(1) 母子家庭及び父子家庭施策の必要性 

我が国の年間離婚件数は、平成 14年を最多に減少しているものの、母子家庭及び父子家庭が増加してい

る。現実の母子家庭の置かれている生活実態や就業状況等を見ると、子育てと生計の担い手という二重の

役割を一人で担うこととなった直後から、その生活は大きく変化し、住居、収入、子どもの養育等の面で

様々な困難に直面することとなる。 

母子家庭の母の場合、就業経験が少なかったり、結婚、出産等により就業が中断していたことに加え、

事業主側の母子家庭に対する理解不足等により、その就職又は再就職には困難が伴うことが多い。また、

保育所等における待機児童が今なお都市部で多い中で、就業しても低賃金や不安定な雇用条件等に直面す

ることが多い。さらに、約8割の離婚母子家庭は養育費が支払われていない。こうしたことなどから、そ

の80.6％が就業しているにもかかわらず、平均年間就労収入は 181万円と低い水準にとどまっているのが

現状である。パート・アルバイト等の形態での就労が47.4％、その平均年間就労収入は 125万円となって

おり、依然としてパート・アルバイト等の平均年間就労収入が低い形態で就労する者の割合は高いままで

ある。また、子どもの養育や教育のために収入を増やそうと複数の職場で就業したり、より良い就業の場

の確保のために自らの職業能力を高めるなど、懸命な努力をする中で、中にはその努力が結果として健康

面での不安を招き生活をより困難にしている場合もある。 

こうしたことから、特に母子家庭施策については、子育てをしながら収入面・雇用条件等でより良い就

業をして、経済的に自立できることが、母本人にとっても、子どもの成長にとっても重要なことであり、

就業による自立支援の必要性が従来以上に高まっている。 

一方、父子家庭の父については、既に家計の担い手として就業していた場合が多いことから、その平均

年間就労収入は平成22年で360万円となっている。その一方で、パート・アルバイト等の形態で就労する

者が8.0％と一定割合存在し、その平均年間就労収入は平成 22年で175万円と低い水準となっていること

から、こうした家庭に対する就業の支援が必要である。また、母子家庭の母に比べて家事等生活面で多く

の困難を抱えており、子育てや家事の支援の重要性が非常に高い。 

このような母子家庭及び父子家庭の置かれた厳しい雇用・経済状況を背景として、厚生労働省の「平成

25年国民生活基礎調査」によると、子どもがいる現役世帯(世帯主が18歳以上65歳未満で 17歳以下の子

どもがいる世帯)のうち、大人が一人の世帯の貧困率は、平成 24年で54.6％(平成21年50.8％)となって

おり、平成22年の国際比較では、OECD諸国の中でも高くなっている(OECD (2014) Family database “Child 

poverty”)。こうした状況にあって、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのな

いよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る子

どもの貧困対策は極めて重要である。このため、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第

64号)及び子供の貧困対策に関する大綱(平成 26年 8月 29日閣議決定)を踏まえ、貧困の世代間連鎖の解

消を目指し、母子家庭及び父子家庭に関する施策を講じていく必要がある。 
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また、離別後の子どもの養育においては、その養育に対する責務は両親にあり、離婚により変わるもの

ではない。子どもを監護しない親からの養育費は、子どもの権利であるにもかかわらず、その確保が進ん

でいないことから、親の子どもに対する責務の自覚を促し、子どもを監護する親は子どもを監護しない親

に養育費を請求し、また、子どもを監護しない親は、その責務を果たしていくべきことを、社会全体が当

然のこととする気運を醸成していくこととともに、更なる養育費確保に向けた取組を推進していく必要が

ある。 

さらに、母子、父子を問わず親との離死別は、子どもの生活を大きく変化させるものであり、そのこと

が子どもの精神面に与える影響や進学の悩みなど、子どもの成長過程において生じる諸問題についても、

十分な配慮が必要である。 

このように、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の抱えている困難は、多くが複雑に重なり合っているこ

とから、引き続き総合的な支援策を推進する必要がある。その際には、施策の実施主体は、精神面で支え

を必要としている場合や養育能力や生活能力が欠けている場合において適切な援助を行うなど、生活につ

いて幅広く支援する仕組み、個々の世帯の抱える問題に対し相互に支え合う仕組みを活用するなど、きめ

細かな配慮をすることが求められており、そうした観点から、母子・父子福祉団体や NPO等様々な関係者

と緊密に連携を図りながら、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の置かれた状況に応じてきめ細かな支援を

実施することが重要である。 

(2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦福祉対策に関する国の基本方針 

我が国における母子家庭及び父子家庭並びに寡婦福祉対策は、昭和 27 年に戦争未亡人対策から始まり

60年以上の歴史を持っており、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦を巡る状況の変化に応じた見直しが行わ

れてきた。 

平成14年には母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対する「きめ細かな福祉サービスの展開」と「自立の

支援」に主眼を置いて施策を実施することとされ、離婚後等の生活の激変を緩和するために、母子家庭及

び父子家庭となった直後の支援を重点的に実施するとともに、就業による自立を支援するため、福祉事務

所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する地方

公共団体において、母子自立支援員が総合的な相談窓口となり、児童扶養手当等各種母子家庭及び父子家

庭の支援策に関する情報提供、職業能力の開発、就職活動の支援を行う体制を整備しつつ、①子育てや生

活支援策、②就業支援策、③養育費の確保策、④経済的支援策を総合的に展開することとされた。 

次に、平成22年には母子家庭及び父子家庭に対する自立を支援するため、父子家庭の父にも児童扶養手

当が支給されるようになった。 

また、平成24年には、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得する

機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情並びに子育てと

就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、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の措置を講ずるとともに、母子家庭及び父子家庭の福祉を図るため、

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(平成 24 年法律第 92 号。以下「特別措

置法」という。)が成立した。 

さらに、平成26年には、母子家庭の母及び父子家庭の父が就業し、仕事と子育てを両立しながら経済的

に自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、母子家庭及び父子家庭の福祉の増進

を図るため、関連法令の改正が行われ、①都道府県等(都道府県、指定都市及び中核市をいう。以下同じ。)

並びに市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「市等」とい

う。)による母子家庭及び父子家庭への支援の積極的かつ計画的な実施に関する規定の整備など母子家庭

及び父子家庭に対する支援体制の強化、②高等職業訓練促進給付金等に対する公課を禁止するなど、就業

や生活への支援の強化、③父子福祉資金の創設など、父子家庭に対する支援の充実、④児童扶養手当と公

的年金給付等の併給調整の見直し等の措置が講ぜられることとなった。 

この基本方針は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第11条第1項の規定に基づ

き、母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項、母子家庭等及び寡婦の生活の安定

と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項並びに都道府県等及び市等が策定する母子家庭等

及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「自立促進計画」という。)の指針となるべ

き基本的な事項について、特別措置法等の趣旨、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の実態等を踏まえて定

めることにより、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のための施策が総合的かつ計画的

に展開され、個々の母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対して効果的に機能することを目指すものである。 
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2．方針の対象期間 

この基本方針の対象期間は、平成 27年度から平成31年度までの5年間とする。 

 

第１ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

以下の記述は、特に記載がないものは、母子世帯及び父子世帯に関しては厚生労働省の「全国母子世帯等調

査(平成23年11月1日現在)」、寡婦に関しては厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課の調査(平成26年

8月1日現在)による。 

1．離婚件数の推移等 

離婚件数は、昭和39年以降毎年増加し、昭和 58年をピークに減少傾向となったが、平成 3年から再び増

加を始め、平成14年には 289,836件(厚生労働省「人口動態統計」)と、過去最高となった。平成 15年から

は再び減少傾向となり、平成 25年の離婚件数は、231,383 件(厚生労働省「人口動態統計」)となっている。 

2．世帯数等の推移 

(1) 総務省の「国勢調査」によると、「未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の 20歳未満の子供のみから

成る一般世帯」の数は、平成 22年で 755,972世帯となっており、平成 17年の 749,048世帯と比べ 0.9％

増加している。また、「未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の 20歳未満の子供のみから成る一般世帯」

の数は、平成 22年で 88,689世帯となっており、平成 17年の 92,285世帯と比べ 3.9％減少している。両

世帯数の合計は、平成 22年で 844,661世帯となっており、平成 17年の 841,333世帯と比べ 0.4％増加し

ている。 

(2) 母子世帯(他の世帯員がいる世帯を含む。以下同じ。)になった理由別の構成割合は、死別世帯が 7.5％

(平成18年9.7％)と減少する一方、生別世帯が 92.5％(平成18年89.6％)と増加している。また、未婚の

母の割合は7.8％(平成 18年6.7％)と増加している。父子世帯(他の世帯員がいる世帯を含む。以下同じ。)

になった理由別の構成割合は、死別世帯が 16.8％(平成18年22.1％)と減少する一方、生別世帯が 83.2％

(平成18年77.4％)と増加している。また、未婚の父の割合は1.2％となっている。 

(3) 寡婦においては、母子世帯における生別世帯の増加を反映して、生別によるものが 60.8％(平成 15 年

度「全国母子世帯等調査」42.3％)となっており、生別の割合が増加している。 

(4) 児童扶養手当の受給世帯については、平成 22年度末は 1,055,181世帯、平成23年度末は1,070,211世

帯、平成24年度末には 1,083,317世帯、平成25年度末は1,073,790世帯となっており(「厚生労働省福祉

行政報告例」)、増加傾向にあったが、平成 25年度末は減少に転じている。 

3．年齢階級別状況等 

(1) 母子世帯となった時の母の平均年齢は 33.0 歳(平成 18 年 33.9 歳)で、そのときの末子の平均年齢は

4.7歳(平成18年5.2歳)となっている。 

母子世帯の母の平均年齢は 39.7歳(平成 18年 39.4歳)で、末子の平均年齢は 10.7歳(平成 18年 10.5

歳)となっており、母子とも平均年齢が上がっている。 

(2) 父子世帯になった時の父の平均年齢は 38.5 歳(平成 18 年 37.4 歳)で、そのときの末子の平均年齢は

6.2歳(平成18年6.2歳)となっている。 

父子世帯の父の平均年齢は 44.7歳(平成 18年 43.1歳)で、末子の平均年齢は 12.3歳(平成 18年 11.5

歳)となっており、父子とも平均年齢が上がっている。 

(3) 寡婦の平均年齢は 57.1歳(平成 15年度「全国母子世帯等調査」56.5歳)で、年齢分布としては「60～

64歳」の階層が40.3％で最も多くなっている。 

4．住居の状況 

(1) 母子世帯の持ち家率は、全体で 29.8％(平成 18年 34.7％)、死別世帯が 61.8％(平成 18年 64.0％)、

生別世帯が27.2％(平成 18年31.7％)となっており、両者に大きな違いが見られる。持ち家以外について

は、借家32.6％(平成18年30.4％)、公営住宅18.1％(平成18年15.0％)、同居11.0％(平成18年7.9％)

等となっている。 

(2) 父子世帯の持ち家率は、66.8％(平成18年58.3％)となっている。持ち家以外については、借家 15.2％

(平成 18年 11.1％)、公営住宅 4.8％(平成 18年 6.5％)、同居 7.8％(平成 18年 18.1％)等となっている。 

(3) 寡婦の持ち家率は、64.5％(平成15年度「全国母子世帯等調査」60.9％)となっている。持ち家以外に

ついては、公営住宅14.9％(平成15年度「全国母子世帯等調査」12.3％)、借家11.8％(平成15年度「全

国母子世帯等調査」16.4％)、同居5.6％(平成15年度「全国母子世帯等調査」4.1％)等となっている。 

5．就業状況 
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(1) 母子世帯の母については、80.6％(平成18年84.5％)が就業しており、就業している者のうち正規の職

員・従業員が39.4％(平成 18年常用雇用者42.5％)、パート・アルバイト等が 47.4％(平成18年臨時・パ

ート43.6％)等となっている。母子世帯になる前に就業していた者の割合は73.7％(平成18年69.3％)(う

ち正規の職員・従業員29.5％(平成18年常用雇用者28.7％)、パート・アルバイト等 52.9％(平成18年臨

時・パート48.9％))であり、母子世帯になる前に就業していなかった母のうち、69.1％(平成18年75.6％)

が現在就業している(正規の職員・従業員 31.1％(平成 18 年常用雇用者 37.7％)、パート・アルバイト等

57.4％(平成 18 年臨時・パート 51.6％))。現在従事している仕事の内容は、事務が 21.8％(平成 18 年

25.2％)、サービス職業が 23.0％(平成18年19.6％)となっている。勤務先事業所の規模は、6～29人のも

のが最も多く、300人未満の規模までで全体の約 6割となっている。 

また、母子世帯の母で資格を有している割合は、55.7％(平成18年56.9％)と減少しており、「資格が現

在の仕事に役立っている」と回答した者の割合も 60.7％(平成18年76.6％)と減少している。 

さらに、現在就業している者のうち、31.9％(平成 18年 33.8％)が転職を希望しているが、その理由は

「収入がよくない」が52.6％(平成18年49.7％)と約半分を占めている。 

(2) 父子世帯の父については、父子世帯になる前に就業していた者の割合が 95.7％(平成 18 年 98.0％)と

ほとんどが就業しており、その後も 91.3％(平成18年97.5％)と大半が就業している。就業している者を

雇用形態別に見ると、正規の職員・従業員が 67.2％(平成 18年常用雇用者 72.2％)、自営業が 15.6％(平

成 18年事業主 16.5％)、パート・アルバイト等が 8.0％(平成 18年臨時・パート 3.6％)等となっている。 

また、現在就業している者のうち、24.2％(平成 18年 21.6％)が転職を希望しており、その理由は「収

入がよくない」が47.6％と約半分を占めている。 

(3) 寡婦については、86.7％(平成15年度「全国母子世帯等調査」68.1％)が就業しており、就業している

者を雇用形態別に見ると、正規の職員・従業員が 34.1％(平成15年度「全国母子世帯等調査」 常用雇用

者35.9％)、パート・アルバイト等が 35.7％(平成15年度「全国母子世帯等調査」 臨時・パート40.0％)

等となっている。 

6．収入状況 

(1) 母子世帯の母自身の平成 22年の平均年間収入金額(就労収入、生活保護法(昭和 25年法律第144号)に

基づく給付、児童扶養手当、養育費等全ての収入の金額。以下同じ。)は223万円、母自身の平均年間就労

収入金額は 181万円(平成 17年 171万円)、世帯の平均年間収入金額(平均世帯人員 3.42人)は、291万円

となっている。 

(2) 父子世帯の父自身の平成 22年の平均年間収入金額は 380万円、父自身の平均年間就労収入金額は 360

万円(平成17年398万円)、世帯の平均年間収入金額(平均世帯人員3.77人)は、455万円となっている。 

(3) 母子世帯の母の最終学歴別の平均年間就労収入は、中学校 129万円、高校169万円、高等専門学校 199

万円、短大186万円、大学・大学院 297万円、専修学校・各種学校 201万円となっている。 

(4) 父子世帯の父の最終学歴別の平均年間就労収入は、中学校 233万円、高校356万円、高等専門学校 276

万円、短大302万円、大学・大学院 555万円、専修学校・各種学校 324万円となっている。 

7．学歴の状況 

(1) 母子世帯の母の最終学歴は、中学校 13.5％、高校48.0％、高等専門学校4.2％、短大 12.1％、大学・

大学院6.9％、専修学校・各種学校 14.0％となっている。 

(2) 父子世帯の父の最終学歴は、中学校 15.4％、高校51.6％、高等専門学校4.6％、短大 2.0％、大学・大

学院15.6％、専修学校・各種学校 9.5％となっている。 

8．相対的貧困率 

厚生労働省の「平成25年国民生活基礎調査」によると、子どもがいる現役世帯(世帯主が 18歳以上65歳

未満で子どもがいる世帯)のうち、大人が一人の世帯の貧困率は、平成 24年で54.6％(平成21年50.8％)と

なっており、平成 22 年の国際比較では、OECD 諸国の中でも高い(OECD (2014) Family database “Child 

poverty”)。 

9．養育費の取得状況 

(1) 離婚母子世帯のうち養育費の取り決めをしている世帯は、37.7％(平成18年38.8％)となっている。養

育費の取り決めをしていない理由としては、「相手に支払う意思や能力がないと思った」が 48.6％(平成18

年47.0％)と最も多く、次いで「相手と関わりたくない」が 23.1％(平成18年23.7％)、「取り決めの交渉

をしたが、まとまらなかった」8.0％(平成18年9.5％)となっている。 

また、養育費の受給状況については、現在も受給している者が 19.7％(平成18年19.0％)、受けたこと
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がある者が15.8％(平成 18年16.0％)、受けたことがない者が 60.7％(平成18年59.1％)となっている。 

養育費を現在も受けている又は一度でも受けたことがある者の養育費の 1世帯当たりの平均額は、月額

43,482円(平成18年42,008円)となっている。 

離婚の際又はその後、子どもの養育費の関係でだれかに相談をした者は、全体の 54.4％(平成 18 年

54.4％)であるが、そのうち相談相手は、親族が 43.9％(平成18年45.9％)で最も多く、次いで家庭裁判所

24.4％(平成 18年 25.5％)、弁護士 12.4％(平成 18年 14.1％)、知人・隣人 8.8％(平成 18年 7.1％)等と

なっている。 

(2) 離婚父子世帯のうち養育費の取り決めをしている世帯は、17.5％(平成18年15.5％)となっている。養

育費の取り決めをしていない理由としては、「相手に支払う意思や能力がないと思った」が 34.8％(平成18

年30.6％)と最も多く、次いで「自分の収入等で経済的に問題がない」が21.5％(平成 18年32.2％)、「相

手と関わりたくない」が 17.0％(平成18年18.2％)となっている。 

また、養育費の受給状況については、現在も受給している者が 4.1％(平成18年 2.0％)、受けたことが

ある者が2.9％(平成18年2.0％)、受けたことがない者が 89.7％(平成18年88.5％)となっている。 

養育費を現在も受けている又は一度でも受けたことがある者の養育費の 1世帯当たりの平均額は、月額

32,238円(平成18年22,500円)となっている。 

離婚の際又はその後、子どもの養育費の関係でだれかに相談をした者は、全体の 27.8％(平成 18 年

38.5％)であるが、そのうち相談相手は、親族が 44.8％(平成18年56.1％)で最も多く、次いで家庭裁判所

22.4％(平成 18年 19.3％)、弁護士 11.2％(平成 18年 8.8％)、知人・隣人 11.2％(平成 18年 3.5％)等と

なっている。 

10．面会交流の実施状況 

(1) 離婚母子世帯のうち、面会交流の取り決めをしている世帯は 23.4％、現在も面会交流を行っている世

帯は27.7％となっている。 

(2) 離婚父子世帯のうち、面会交流の取り決めをしている世帯は 16.3％、現在も面会交流を行っている世

帯は37.4％となっている。 

11．子どもの状況等 

(1) 母子世帯における1世帯当たりの子ども(20歳未満)の数は、「1人」が54.7％(平成18年54.1％)、「2

人」が34.5％(平成18年 35.6％)となっており、平均 1.58人(平成18年1.58人)となっている。 

就学状況別に見ると、小学生のいる世帯が 31.3％(平成18年35.2％)で最も多く、中学生のいる世帯が

20.5％(平成18年19.4％)、高校生のいる世帯が20.4％(平成18年18.9％)となっている。 

小学校入学前の子どものいる母子世帯は全体の 16.2％(平成18年17.1％)となっている。その子どもの

養育の状況については、保育所の割合が 61.7％(平成18年65.3％)と最も高く、また、その割合が減少し、

親本人、親以外の家族等が養育している割合が増加している。 

(2) 父子世帯における1世帯当たりの子ども(20歳未満)の数は、「1人」が54.7％(平成18年50.3％)、「2

人」が36.0％(平成18年 38.7％)となっており、平均は 1.56人(平成18年1.62人)となっている。 

就学状況別にみると、小学生のいる世帯が 27.9％(平成18年31.0％)と最も多く、中学生のいる世帯が

24.5％(平成 18年 24.1％)、高校生のいる世帯が 25.1％(平成 18年 21.4％)となっている。小学校入学前

の児童のいる父子世帯は全体の 8.1％(平成 18 年 12.1％)となっている。その子どもの養育の状況につい

ては、母子世帯同様、保育所の割合が 67.6％(平成18年46.2％)と最も高く、その割合が増加している。 

(3) 母子世帯及び父子世帯の 16歳の者のうち、平成23年11月1日現在で高等学校に在籍している者の割

合は 92.8％、高等専門学校に在籍している者の割合は 1.1％、就労している者の割合は 0.8％となってい

る。また、19歳の者のうち、平成23年11月1日現在で大学及び短期大学に在籍している者の割合は23.9％、

専修学校等に在籍している者の割合は 17.8％、就労している者の割合は 33.0％となっている。 

12．その他 

(1) 公的制度の利用状況等 

公共職業安定所を利用したことがある者は、母子世帯で 69.1％、父子世帯で49.4％となっており、制度

を知らなかった者は、母子世帯で 2.2％、父子世帯で 4.5％となっている。 

一方で、母子・父子自立支援員による相談・支援を利用している又はしたことがある者は、母子世帯で

4.7％、父子世帯で 1.7％であり、制度を知らなかった者は、母子世帯で 46.4％、父子世帯で 45.0％であ

ったほか、母子家庭等就業・自立支援センター事業については、利用したことがある者が母子世帯で 8.1％、

父子世帯で0.7％であり、制度を知らなかった者が母子世帯で 35.1％、父子世帯で45.8％、高等職業訓練
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促進給付金については、利用したことがある者が母子世帯で 1.5％、制度を知らなかった者が母子世帯で

49.7％、母子福祉資金については、利用したことがある者が母子世帯で 6.3％、制度を知らなかった者が

63.6％となっている。 

また、厚生労働省「平成 25年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況」によると、

都道府県等及び市等において、母子・父子自立支援プログラム策定等事業を実施している割合が 62.7％、

ひとり親家庭等日常生活支援事業を実施している割合が 54.6％となっており、母子家庭及び父子家庭並び

に寡婦の自立支援施策は、自治体によって取組状況に差がある。 

(2) 子どもについての悩み 

① 母子世帯の抱える子どもに関する悩みの内容については、「教育・進学」が 56.1％(平成18年56.4％)

と最も多く、「しつけ」が 15.6％(平成18年19.0％)で次いでいる。 

② 父子世帯の抱える子どもに関する悩みの内容については、「教育・進学」が 51.8％(平成18年50.6％)

と最も多く、「しつけ」が 16.5％(平成18年12.8％)で次いでいる。 

(3) 困っていること 

① 母子世帯における母が困っている内容については、「家計」が 45.8％(平成18年46.3％)で最も多く、

「仕事」19.1％(平成 18年18.1％)、「住居」13.4％(平成18年12.8％)の順となっている。 

② 父子世帯における父が困っている内容については、「家計」が 36.5％(平成18年40.0％)で最も多く、

「仕事」17.4％(平成 18年12.6％)、「家事」が12.1％(平成18年27.4％)の順となっている。 

③ 寡婦における困っている内容については、「家計」が 23.8％(平成 15 年度「全国母子世帯等調査」

26.8％)と最も多く、「自分の健康」21.5％(平成15年度「全国母子世帯等調査」29.1％)、「親族の健康・

介護」が20.5％の順となっている。 

(4) 相談相手について 

相談相手がありと回答があったのは、母子世帯では 80.4％(平成 18 年 76.9％)、父子世帯では 56.3％

(平成18年59.4％)、寡婦では 85.0％(平成15年度「全国母子世帯等調査」77.2％)となっている。 

相談相手がありと回答した者のうち、相談相手が公的機関と回答があったのは、母子世帯では、2.4％(平

成 18年 1.2％)、父子世帯では 3.6％(平成 18年 0.9％)、寡婦では 4.3％(平成 15年度「全国母子世帯等

調査」0.7％)となっている。 

また、相談相手がいないと回答した者のうち、相談相手が欲しいと回答した者は、母子世帯では 61.8％

(平成18年67.9％)、父子世帯では 50.4％(平成18年53.8％)、寡婦では64.2％(平成 15年度「全国母子

世帯等調査」61.5％)となっている。 

13．まとめ 

(1) 母子世帯及び寡婦の状況 

母子世帯については、生別世帯の割合が増加している。就業状況は、パート・アルバイト等の割合が増

加し、就労収入は、一般世帯と比較するとなお低い水準にある。養育費も大半が取得していない状況に変

わりはない。その結果、家計について困っているとの回答が最も多くなっている。また、子どもの「教育・

進学」や「しつけ」に悩みを抱えている。 

このように、母子世帯については、特に、子育てと仕事の両立支援、より収入の高い就業を可能にする

ための支援、学習支援等の児童に対する支援、養育費取得のための支援、生活の場の整備等が重要と考え

られ、それらの必要性が従来以上に高まっている。また、母子・父子自立支援員を始めとした公的制度の

認知度が低く、利用状況が低調となっていることから、支援施策の周知によりその利用を促進していくこ

とが求められている。 

寡婦については、家計や自身の健康、親族の健康・介護で困っているとの回答が同程度あることから、

就業面や生活面において、必要に応じた支援が重要と思われる。 

(2) 父子世帯の状況 

父子世帯については、生別世帯の割合が増加しており、母子世帯に比べて、持ち家率が高い。また、父

子世帯となる以前からほとんどの者が就業しており、その大部分は正規の職員・従業員であるが、父子世

帯の平均年間収入は児童のいる世帯の平均所得金額 658.1 万円(平成 23 年「国民生活基礎調査」)より低

くなっている。また、パート・アルバイト等の形態で就業する者が一定割合存在し、その就労収入が低い

水準にとどまる者もいるとともに、母子世帯に比べて家事等生活面で多くの困難を抱え、相談相手が少な

いという傾向がある。さらに、母子世帯と同様、子どもの「教育・進学」や「しつけ」に悩みを抱えてい

る。 
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このように、父子世帯については、特に、子育て・家事と仕事の両立支援や相談支援、就業支援、学習

支援等の児童に対する支援等が重要と考えられる。また、母子・父子自立支援員による相談・支援を始め

とした公的制度の認知度が低く、利用状況が低調となっていることから、支援施策の周知によりその利用

を促進していくことが求められている。 

 

第２ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 

1．今後実施する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の基本的な方向性 

(1) 国、都道府県及び市町村の役割分担と連携 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦については、就業による自立促進を図ることが重要であることから、

就業支援の更なる拡充と、きめ細かな福祉サービスの推進とに主眼を置いて、①子育てや生活支援策、②

就業支援策、③養育費の確保策、④経済的支援策を総合的に展開することとする。 

その際、国、都道府県等及び市等が、適切に役割を分担しながら、互いに連携することが必要である。 

国は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に係る施策や制度の企画・立案を行う。また、効果的な施

策の展開のための調査・研究や、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に係る施策の普及・啓発、関係者

の研修等を行う。さらに、都道府県が市等における母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を効果的かつ効

率的に実施するための課題や方策の検討について、地域の実情に応じて支援する体制を整備するとともに、

連絡会議等を通じて、都道府県等や市等の自立促進計画、施策や取組について情報提供を行うなど、都道

府県や市町村に対する支援を行う。 

都道府県等及び市等では、この基本方針に即して、自立促進計画を策定すること等を通じて、地域の実

情に応じて、計画的に母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を実施することが必要である。また、母子・

父子自立支援プログラム策定等事業、母子家庭等就業・自立支援事業等の自ら実施すべき施策を推進する

ことが求められる。都道府県等及び市等は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第 10 条の 2 の規定の趣旨を

踏まえ、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のた

めに最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭及び父子家庭並

びに寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭及び父子家

庭並びに寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければな

らない。 

都道府県は、広域的な観点から、市町村が実施する就業支援や生活支援が円滑に進むよう、市等におけ

る自立促進計画の策定状況や各種施策の取組状況などについて情報提供を行うなど、市町村に対する支援

を行うことが必要である。 

市町村は、母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業及び寡婦日常生活支援事業(以下「ひ

とり親家庭等日常生活支援事業」という。)、母子家庭生活向上事業、父子家庭生活向上事業及び寡婦生活

向上事業(以下「ひとり親家庭等生活向上事業」という。)等の自ら実施すべき施策を推進するとともに、

住民に身近な地方公共団体として、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、相談に応じ、施策や取組に

ついて情報提供を行うことが必要である。特に、市等では、児童扶養手当の支給と自立支援を一体的に行

う重要な役割を担うことが求められる。 

(2) 関係機関相互の協力 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦への支援については、就業支援と子育て・生活支援を組み合わせて実

施することが重要であることから、母子・父子自立支援員、福祉事務所その他母子家庭及び父子家庭並び

に寡婦の福祉に関する機関、児童委員、児童家庭支援センター、母子生活支援施設、母子・父子福祉施設、

母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の支援を行う関係機関が相

互に協力することが必要である。 

また、家計、仕事、家事、住居、子どもの教育・進学、親族の健康・介護、児童虐待、配偶者からの暴

力など、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の抱える課題は多岐にわたっていることから、福祉や教育など

幅広い分野にわたる関係機関が相互に連携することも必要である。あわせて、児童扶養手当の現況届提出

時等の機会を積極的に活用し、子育て、生活、就業、養育費等に関する相談に集中的に対応できる体制の

構築を図ることも必要である。 

(3) 相談機能の強化 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦は、母子家庭の母又は父子家庭の父になった理由や、自身や子どもの

年齢、住居や同居家族の状況、学歴・職歴や現在の職業、就業や転職への意欲等により多様な支援を必要
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としており、また、配偶者からの暴力や児童虐待の課題など多様な課題を抱えている場合もある。このた

め、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の悩みや課題の内容のいかんにかかわらず、まず相談でき、それぞ

れの悩みや課題に応じ、様々な支援メニューを組み合わせて、また、必要に応じて、他の支援機関につな

げることによって、総合的・包括的な支援を行う相談支援体制を整えることが重要である。 

その際、母子・父子自立支援員は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の抱えている問題を把握し、母子・

父子福祉団体等と連携し、その解決に必要かつ適切な助言及び情報提供を行うなど、母子家庭及び父子家

庭並びに寡婦に対する総合的な相談窓口として重要な役割を担うことが求められる。また、地域における

福祉の増進を図る児童委員においては、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦について相談に応じ、それぞれ

の抱える問題に応じて利用し得る制度、施設及びサービスについて助言し、母子・父子自立支援員と連携

して問題の解決に努めること等が重要である。さらに、母子・父子自立支援員の受けた相談内容の割合が

母子父子寡婦福祉資金貸付金や児童扶養手当などに関するものが多い状況を踏まえると、相談窓口に就業

支援を担当する者(以下「就業支援専門員」という。)を配置して就業支援の専門性と体制を確保するとと

もに、母子・父子自立支援員と連携することで、相談支援体制の質・量の充実を図ることが望ましい。そ

のため、相談窓口に関する分かりやすい情報提供等に取り組んでいくことが必要である。 

また、行政とのあらゆる接点を通じて困難に陥る前から相談・支援につなげ、必要な支援メニューにつ

なげる体制を構築するため、離婚届提出時、児童扶養手当の受給資格認定時、現況届提出時等あらゆる機

会を捉え、支援窓口につなげる仕組みを構築する必要がある。 

都道府県等及び市等は、福祉事務所等の相談窓口に、母子・父子自立支援員を適正に配置した上で、更

にそれぞれの実情に応じ、就業支援専門員を配置するとともに、児童扶養手当、子育て支援、離婚や妊娠

に係る相談窓口や支援機関との連携を密にすることにより、具体的な支援メニューにつなげる支援体制を

整備することが重要である。また、相談窓口の整備に当たっては、地域の実情に応じ、母子生活支援施設

等の児童福祉施設や民間団体の活用を検討することも重要である。あわせて、相談支援を担う人材を確保

すること及び資質の向上のための研修等の機会を提供すること等を通じて、相談機能の強化を図るととも

に、相談窓口の周知により利用を促すことが必要である。 

また、都道府県及び市町村は、平成 20 年 4 月から実施されている児童扶養手当の一部支給停止措置に

関連する手続について、プライバシーの保護に配慮しつつ、必要な情報の提供や相談等を行う必要がある。 

(4) 子育て・生活支援の強化 

母子家庭の母及び父子家庭の父が、安心して子育てと就業・就業のための訓練との両立ができるように

するため、また、就業が直ちに困難な場合に母子家庭の母及び父子家庭の父の状態に応じた自立を図るた

めには、多様な保育サービスやファミリー・サポート・センター事業などの一般の子育て支援を積極的に

活用してもらうとともに、母子家庭の母及び父子家庭の父の居宅への家庭生活支援員の派遣等による日常

生活支援の拡充、母子家庭の母及び父子家庭の父に対する子育てに関する講習会等の開催、親同士の情報

交換の場の提供等に取り組むことが重要である。さらに、世代間の貧困の連鎖を防止するためにも、母子

家庭及び父子家庭の児童の生活の向上を図るため、放課後児童クラブ等の終了後の居場所の提供、学習支

援等に取り組むことが重要である。 

(5) 就業支援の強化 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立、生活の安定と向上を図るためには、その就業やより良い条件

での転職を支援し、就業により収入を安定的に確保することが重要である。支援に当たっては、その置か

れた状況を的確に把握し、その状況等に対応した施策を充実させていく必要がある。これまでも、母子家

庭の母及び父子家庭の父に対する就業相談の実施、就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就

業支援サービスの提供や、児童扶養手当受給者等の自立を促進するため、個々の受給者の希望、事情等に

対応した自立支援プログラムの策定のほか、公共職業訓練の実施、職業能力開発のための給付金、母子家

庭の母及び父子家庭の父の雇用を促進するための事業主に対する助成金等の施策を実施しているが、特に

就業への効果が高い母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金については、全ての都道府県等

及び市等において積極的な実施とその周知が求められるとともに、今後は、母子家庭の母及び父子家庭の

父の学び直しの視点も含め、就業支援を拡充することが求められる。 

(6) 養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの促進 

養育費の確保については、養育費の取り決めや確保が適切になされるよう、離婚する前からの意識付け

が重要であり、養育費等の取り決め合意書のひな形を作成し、離婚届と同時に交付すること等を通じた離

婚当事者に対する周知啓発や相談等に対応する者に対する支援、弁護士による養育費相談の実施が重要で
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ある。また、面会交流については、基本的には子どもの立場からその実施が望ましいことであるが、他方

で、児童虐待や配偶者からの暴力等により面会交流が適切でない場合があるとともに、養育費相談とは異

なる専門性が必要である。このため、面会交流に関する意義や課題などを双方の親を含む関係者が認識し

た上で、取り決め・実施が適切になされるよう、国、都道府県及び市町村は、関係機関や民間団体と協力

して周知啓発や相談対応を実施していくことが重要である。 

(7) 福祉と雇用の連携 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の早期自立を図るためには、早期の段階における支援が重要である。

こうした観点から、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦を初期の段階で把握し、生活全般にわたり親身な相

談に応じるとともに、経済的自立を図る上で必要な就業に関する情報や、就業する際の子育て支援など、

福祉と雇用の施策の緊密な連携が不可欠である。そのため、国の労働部局と都道府県及び市町村、また、

都道府県及び市町村の福祉部局と産業労働部局が緊密に連携することが求められる。 

(8) 子どもの貧困対策 

就業により安定した収入を確保し、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立、生活の安定と向上を図るこ

とは、子どもの貧困対策にも資するものである。子供の貧困対策に関する大綱に基づき、関係機関と連携

しつつ、各施策を実施していくことが重要である。 

2．実施する各施策の基本目標 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立を図るためには、①子育てや生活支援策、②就業支援策、③養育

費の確保策、④経済的支援策を総合的かつ計画的に展開することが不可欠であり、これを積極的に推進する。

これにより、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の収入状況、就業状況、養育費取得状況等の生活状況の好転

を図る。 

(1) 子育てや生活の支援策 

母子家庭の母及び父子家庭の父が、安心して子育てと就業・就業のための訓練との両立ができるよう、

保育所等の優先的利用等、保育サービスの提供、公営住宅の積極的な活用の推進等、子育てや生活の面で

の支援体制の整備を促進する。 

また、地域の相互扶助による子育てや生活の面での支援を推進する。 

(2) 就業支援策 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が十分な収入を得ることができ、自立した生活をすることができるよ

う、職業能力向上のための訓練、効果的な就業あっせん、就業機会の創出等を実施するなど、就業面での

支援体制の整備を促進する。 

(3) 養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの促進 

母子家庭及び父子家庭の児童が必ず養育費を取得できるよう、養育費の支払についての社会的気運の醸

成、養育費や面会交流についての取り決めの促進を図るなど、養育費確保面での相談体制の整備を促進す

る。また、面会交流は、基本的には子どもの立場からその実施が望ましいことから、児童虐待や配偶者か

らの暴力等により面会交流が適切でない場合があることや養育費相談とは異なる専門性が必要であること

等に留意の上、相談に対応すること等により、面会交流の取り決めの促進を図る。 

(4) 経済的支援策 

母子家庭及び父子家庭にとって重要な経済的な支えとなっている児童扶養手当制度を利用しやすくする

ために、制度について積極的に情報提供を実施する。また、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度を利用しや

すくするために、制度について積極的に情報提供を実施するとともに、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦

の実態等に対応した貸付金制度の整備及びその適正な実施、関係職員に対する研修の実施等により、経済

面での支援体制の整備を促進する。 

3．母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項 

(1) 国等が講ずべき措置 

① 公共職業安定所における就業あっせん(公共職業訓練の受講あっせんを含む。) 

ア 母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、関係機関と連携し、きめ細かな職業相談・職業紹介等を

実施する。また、マザーズハローワーク等においては、子育てをしながら就職を希望する女性等に対

して、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施する。 

イ 母子家庭等就業・自立支援事業の円滑な実施のため、母子家庭等就業・自立支援センターや市等の

求めに応じて、必要な求人情報の積極的な提供を行う。 

ウ 生活保護受給者等の就労・自立の促進 
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児童扶養手当又は生活保護を受給している母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、公共職業安定

所と福祉事務所が連携して、個々の対象者の状況、ニーズ等に応じた就労支援を実施する。 

② 公共職業訓練の実施 

公共職業安定機関等と連携し、母子家庭の母及び父子家庭の父を含めた求職者がその職業能力の開発

及び向上を図ることを促進するため、託児サービスを付加した職業訓練や就労経験の少ない者にビジネ

スマナー講習等を行う準備講習をセットにした職業訓練等個々の求職者の特性に配慮した公共職業訓練

を実施する。 

③ 求職者支援制度の活用 

雇用保険を受給できない母子家庭の母及び父子家庭の父などの求職者に対して、無料の職業訓練を提

供し、一定の要件を満たす場合に当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金を支給し、あわ

せて、公共職業安定所における積極的な就職支援を実施する。 

④ ジョブ・カード制度の推進 

母子家庭の母及び父子家庭の父などの職業能力形成機会に恵まれない者の安定雇用への移行等を促進

するため、ジョブ・カードを活用したキャリア形成支援を行い、必要な者には座学と企業における実習

を組み合わせた実践的な職業訓練の受講を推進する。 

⑤ 特定求職者雇用開発助成金の活用 

母子家庭の母及び父子家庭の父など就職が困難な求職者を雇い入れる事業主に対する特定就職困難者

コース助成金について、事業主に対する周知を徹底するなどにより、その活用を推進する。 

⑥ 試行雇用を通じた早期就職の促進 

母子家庭の母及び父子家庭の父に実践的な能力を取得させるなどにより、早期就職を促進するための

短期の試行雇用を実施する。 

⑦ 助成金を活用した正規雇用への転換等の促進 

正規雇用への転換等を促進するための助成金を活用し、母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の安定

化を促進する。 

⑧ 厚生労働省関係機関等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の促進 

厚生労働省の本省や外局、関係機関において、母子家庭の母及び父子家庭の父の雇入れを促進するよ

うに努めるとともに、厚生労働省以外の府省庁、社会福祉関係団体、公益法人等関係団体に対して雇入

れの要請を行う。 

⑨ 事業主に対する母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する啓発活動等の推進 

事業主に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用について理解を深めてもらうための啓発活動や、

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進に向けた協力の要請を積極的に推進する。 

⑩ 都道府県及び市町村、企業等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する好事例の周知 

母子家庭の母及び父子家庭の父を積極的に雇用するなど、都道府県及び市町村や企業における母子家

庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その提供を行う。 

⑪ 母子・父子自立支援プログラム策定等事業の支援 

母子・父子自立支援プログラム策定等事業がより多くの都道府県等及び市等で実施されるよう、母子

家庭の母及び父子家庭の父の就業意欲の醸成や就業促進につながる各種情報を提供する。 

⑫ 母子家庭等就業・自立支援事業の支援 

母子家庭等就業・自立支援センター事業及び一般市等就業・自立支援事業を実施している都道府県等

及び市等に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業促進につながる各種情報を提供する。 

⑬ 母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力 

母子・父子福祉団体等母子家庭の母及び父子家庭の父の福祉の増進を主たる目的とする団体が、母子

家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進につながる業務をより多く受注できるよう、国並びに母子家庭

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第六条の法人を定める政令(平成 25年政令第 3

号)に定める独立行政法人及び特殊法人が物品やサービスを購入する場合には、予算の適正な使用に留

意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から購入するように努める。 

⑭ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置に関する留意 

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術

等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機

会の確保並びにこれらに従事する人材の養成及び資質の向上に留意する。 
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⑮ 母子家庭及び父子家庭に対する生活の場の整備 

都市機構賃貸住宅について、母子家庭及び父子家庭に対する優先入居を推進する。また、民間賃貸住

宅への母子家庭及び父子家庭の入居の円滑化を支援するため、一般財団法人高齢者住宅財団が実施する

家賃債務保証制度の活用を推進するとともに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律(平成 19年法律第 112号)第 10条第 1項に規定する居住支援協議会(以下「居住支援協議会」と

いう。)が行う子育て世帯等の入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅の情報提供等の取組を推

進する。 

⑯ 親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等 

養育費に関しては、養育費相談支援センターにおいて、母子家庭等就業・自立支援センターで受け付

けられた養育費の取り決め等に関する困難事例への対応や、養育費相談に当たる母子・父子自立支援員

や母子家庭等就業・自立支援センターの相談員等に対する研修の実施、パンフレット等による普及・啓

発等を行う。 

また、面会交流に関しては、養育費に関する相談とは異なる専門性が必要であることに鑑み、関係機

関との役割分担を明確にした上で、養育費相談支援センターにおいて相談等の対応を行う。なお、養育

費相談支援センターでの対応が困難な場合には、その解決に資する方策や関係機関等に関する情報提供

を行い、面会交流の取り決めの促進を支援する。 

さらに、養育費及び面会交流の取り決めの促進に効果的な取組に関する調査・研究等を行い、都道府

県等及び市等に情報提供することにより、都道府県等及び市等の取組を支援する。 

このほか、親の扶養義務の履行確保のために必要な支援を行う。 

⑰ 母子福祉資金貸付金等の貸付条件に関する配慮 

母子福祉資金貸付金等の貸付条件について、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援が促進され

るように配慮をして定める。 

⑱ 効果的な母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を展開するための実態把握・研究 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を効果的に推進するために、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦

の就業状況、収入状況、養育費の取得状況、各施策の効果などの実態を把握し、更に効果的な支援策に

ついてその研究・検討を進める。 

(2) 都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援 

都道府県、市町村等が以下の措置を講ずるに際しては、国は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が必要

なサービスを適切に受けることができるよう母子・父子自立支援員及び就業支援専門員を含めた相談体制

の整備、関係機関の連携を推進しながら、当該措置が効果的に実施されるよう必要な支援を講じていくも

のとする。 

① 相談支援体制の整備 

ア 総合的な相談窓口の整備(実施主体：都道府県等及び市等) 

福祉事務所等の相談窓口に、地域の実情に応じ、母子・父子自立支援員に加えて就業支援専門員を

配置すること等により、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の様々な課題に対し、様々な支援メニュー

を組み合わせて、また、必要に応じて、他の支援機関につなげることによって、総合的な支援を行う

相談窓口を整備 

イ 相談機関関係職員を対象とした研修等の実施(実施主体：都道府県及び市町村) 

福祉事務所の母子・父子自立支援員や就業支援専門員等の相談機関関係職員を対象として研修を実

施するほか、他の機関が行う研修会等への参加を支援 

ウ 相談機関関係職員向けのマニュアル等の作成(実施主体：都道府県等及び市等) 

福祉事務所の母子・父子自立支援員や就業支援専門員等の相談機関関係職員向けの活動マニュアル

等を作成 

エ 支援施策及び相談窓口に関する分かりやすい情報提供の推進(実施主体：都道府県等及び市等) 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の支援施策に関する情報や相談窓口を分かりやすく示したパン

フレット等を作成し、支援施策及び相談窓口を情報提供 

② 子育て支援、生活の場の整備 

ア 保育所等の優先的利用の推進等(実施主体：市町村) 

(a) 就業や求職活動、職業訓練を十分に行うことができるよう、母子家庭及び父子家庭の優先的取扱

いなど、母子家庭及び父子家庭の児童が保育所等を優先的に利用することができるような取組を推
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進 

(b) 延長保育や休日保育、夜間保育、病児・病後児保育、一時預かりを実施 

(c) 待機児童への対応や仕事と子育ての両立支援として、多様な保育サービスやファミリー・サポー

ト・センター事業を活用 

イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体：市町村) 

放課後児童クラブについても、その実施を推進するとともに、母子家庭及び父子家庭の児童が優先

的に利用できるような取組を推進 

ウ 母子生活支援施設の整備・機能の拡充(実施主体：都道府県及び市町村) 

(a) 母子生活支援施設に入所する母子家庭のうち早期に自立が見込まれる者を対象に、地域社会の

中の小規模な施設で、本体施設と十分な連携を図りながらその自立を重点的に支援する小規模分園

型(サテライト型)の母子生活支援施設の設置を推進 

また、公設民営方式による施設整備を推進するとともに、その場合であっても母子保護及び自立

促進等の機能を十分に果たせるよう必要な体制を整備 

(b) 母子生活支援施設の機能を活用し、地域で生活する母子家庭及び父子家庭の子どもを対象とす

る保育機能(夜間・延長保育や入所待機の解消などのニーズにも対応)の充実を図り、地域の母子家

庭の母及び父子家庭の父の子育てと仕事の両立を支援 

(c) ひとり親家庭の支援拠点としての活用 

母子生活支援施設におけるひとり親家庭等生活向上事業や子育て短期支援事業の実施、就業支援

専門員の配置等を通じ、母子生活支援施設を、地域におけるひとり親家庭の支援拠点として活用 

エ 公営住宅の積極的活用の推進(優先入居の推進等)等(実施主体：都道府県及び市町村) 

(a) 特に居住の安定確保が必要な者として母子家庭及び父子家庭に対する公営住宅への優先入居を

推進 

(b) 民間賃貸住宅への母子家庭及び父子家庭の入居の円滑化を支援するため、居住支援協議会が行

う子育て世帯等の入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅の情報提供等の取組を推進 

オ 身元保証人確保対策事業の実施(実施主体：都道府県及び市町村) 

母子生活支援施設等を退所する母子家庭などが、身元保証人を得られず、住居を借りる際に困難と

なることがないよう、身元保証人確保のための支援を推進 

カ 母子父子寡婦福祉資金貸付金の住宅資金や転宅資金の貸付けの実施(実施主体：都道府県等) 

母子父子寡婦福祉資金貸付金のメニューである住宅資金や転宅資金の貸付けを通じて母子家庭及

び父子家庭への住宅支援を推進 

キ ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施(実施主体：都道府県及び市町村) 

(a) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の修学や疾病等の事由により家事、育児等の日常生

活に支障が生じた場合等に、多様なニーズ、時間帯に応じて家庭生活支援員を母子家庭及び父子家

庭並びに寡婦の居宅に派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において、児童の世話等日常生活の支

援を行うひとり親家庭等日常生活支援事業の実施を推進 

(b) ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、昼間、夜間などの多様な時間帯の利用を

推進するとともに、出張等の場合に対応できる宿泊型事業の活用を推進 

(c) ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に当たっては、事業の一部を母子・父子福祉団体、NPO、

介護事業者等に委託することができるものとし、家庭生活支援員として、母子家庭の母及び父子家

庭の父を積極的に活用していくとともに、その資質の向上を図るため、講習会を実施 

ク 子育て短期支援事業の実施(実施主体：市町村) 

(a) 保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、緊急一時的に保

護を必要とする場合又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽

減が必要な場合に、母子家庭及び父子家庭の児童を短期間預かる短期入所生活援助(ショートステ

イ)事業の実施を推進 

(b) 保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となった場合やその他の緊急の場合に、

母子家庭及び父子家庭の児童を保護し、生活指導、食事の提供等を行う夜間養護等(トワイライトス

テイ)事業の実施を推進 

(c) 母子家庭及び父子家庭の児童が事業を優先的に利用できるような取組等を推進 

ケ ひとり親家庭等生活向上事業の実施(実施主体：都道府県及び市町村) 
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(a) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦を対象とした家計管理等の講習会等の開催、親同士

の情報交換の場の提供等を地域の実情に応じて実施 

(b) 母子家庭及び父子家庭の児童を対象とした学習支援等を地域の実情に応じて実施 

③ 就業支援策 

ア 母子・父子自立支援プログラム策定等事業の実施(実施主体：都道府県等及び市等) 

(a) 児童扶養手当受給者等の個々の母子家庭及び父子家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策

定し、それに基づき、きめ細かな支援を行う母子・父子自立支援プログラム策定事業を実施。 

(b) 事業の実施に当たっては、児童扶養手当の受給資格認定時、現況届提出時、受給から 5年経過し

た時等あらゆる機会を捉え、対象者に対する事業の紹介に努める等、自立が見込まれる対象者のプ

ログラム策定に着実につながるよう、効率的かつ効果的に実施 

イ 母子家庭等就業・自立支援事業の実施(実施主体：都道府県等及び市等) 

(a) 就業に関する専門的な知識や相談経験のある者による就業相談、就業支援講習会等、就業情報の

提供、在宅就業の支援、母子・父子自立支援員を始めとする就業支援関係者の研修等、一貫した就

業支援サービスを提供したり、母子生活支援施設と連携を図りながら、母子家庭及び父子家庭並び

に寡婦の地域生活の支援や養育費の取り決めを促進するための専門相談を行う母子家庭等就業・自

立支援センター事業を実施 

(b) 就業支援講習会の実施 

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の能力開発に資するため、就業支援講習会を実施 

具体的には、 

・ 就職に結びつく確率の高い内容の講習を重点的に実施 

・ 求職活動や起業のノウハウについて講習を実施 

・ 受講者のために託児サービスを提供 

・ 講習会の実施に当たり、公共職業能力開発施設、女性就業援助センター等既存の施設を有効

に活用 

・ 無業者等が就業するに際して、必要に応じて職場体験を行う機会を提供 

(c) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦が身近な地域で支援を受けられるよう、母子家庭等

就業・自立支援センター事業と同種の事業を地域の実情に応じ選択し、実施する一般市等就業・自

立支援事業を実施 

(d) 都道府県等と市等は、十分な連携を図りながら、母子家庭等就業・自立支援事業を実施。また、

自ら事業を実施することのほか、母子・父子福祉団体、NPO、社会福祉協議会等に事業の全部又は一

部を委託するなど既存の施設・人材等を積極的に活用 

ウ より良い就業に向けた能力の開発 

(a) 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金等(母子家庭自立支援教育訓練給付金及び

父子家庭自立支援教育訓練給付金並びに母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業

訓練促進給付金等)の活用(実施主体：都道府県等及び市等) 

・ 母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金 

都道府県等及び市等は、その長が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母及び父子家庭

の父に対して、講座修了後に受講料の一部を支給 

・ 母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等 

都道府県等及び市等は、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するために 2年以上

修業する場合で、就業や育児と修学の両立が困難な場合に、生活費の負担軽減のための給付金及

び入学金の負担軽減のための一時金を給付 

(b) 技能習得期間中の技能習得資金及び生活資金の貸付け制度の活用(実施主体：都道府県等) 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の公共職業能力開発施設等における技能習得を支援し、技能を

習得している期間中の生活保障のため、適正な償還期間を設定の上、技能習得資金及び生活資金の

貸付けを実施 

(c) 保育士資格の取得の促進(実施主体：都道府県等) 

・ 家庭的保育事業の補助者としての経験を保育士養成施設における保育実習とする取扱い 

・ 家庭的保育事業の補助者としての経験を保育士試験の受験に必要な実務経験に算入 

(d) 高等学校卒業程度認定試験の合格支援(実施主体：都道府県等及び市等) 
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母子家庭の母及び父子家庭の父等が、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講し、こ

れを修了した際に受講費用の一部を支給するとともに、高等学校卒業程度認定試験に合格した場合

に、受講費用の一部を支給 

(e) 在宅就業の支援(実施主体：都道府県等及び市等) 

在宅就業を希望する母子家庭及び父子家庭に対し、専門の支援員による支援を実施 

エ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の状況に応じた就業あっせん(公共職業安定機関等との連携)(実

施主体：都道府県等及び市等) 

(a) 都道府県等及び市等は、母子・父子自立支援員等を配置し、児童扶養手当の手続を行う際等に、

公共職業安定機関等と連携して、求人情報の提供や、就職・能力開発に関する相談等を実施 

(b) 都道府県等及び市等は、公共職業安定機関等と連携し、地域における労働市場の状況に係る情報

の提供等その支援を受けつつ、母子・父子自立支援員等就業支援関係者に対する研修を実施 

オ 公共職業訓練の実施(実施主体：都道府県) 

都道府県は、公共職業安定機関等と連携し、母子家庭の母及び父子家庭の父を含めた求職者がその

職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、公共職業訓練を実施 

カ 所得の増大に結び付く就業機会創出のための支援 

(a) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦に対する起業支援(実施主体：都道府県等) 

母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は寡婦が共同して起業する場合に、母子福祉資金貸付金等

(事業開始資金)を貸付け 

また、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の起業を支援するため、起業の方法、事業計画、

資金計画、労務管理等についてのセミナーを実施 

(b) 公共的施設における雇入れの促進(実施主体：都道府県及び市町村) 

都道府県及び市町村が設置する公共的施設において、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の雇入れ

を促進 

(c) 母子・父子福祉団体等への優先的な事業発注の推進(実施主体：都道府県及び市町村) 

売店の優先許可の普及や、都道府県や市町村の機関による清掃業務の委託等母子・父子福祉団体

等に対する優先的な事業発注を推進 

キ 母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用に関する啓発活動等・情報提供 

(a) 事業主や都道府県及び市町村の関係団体に対して母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用につい

て理解を深めてもらうための啓発活動や、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進に向けた協

力の要請を積極的に推進 

(b) 母子家庭の母及び父子家庭の父を積極的に雇用するなどの企業等における母子家庭の母及び父

子家庭の父の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その提供を行うとともに、その企業等

の公表や表彰等を実施 

ク 母子・父子福祉団体、NPO等に対する支援 

(a) 職業紹介事業を行う母子・父子福祉団体等への支援(実施主体：都道府県及び市町村) 

職業紹介事業を行う母子・父子福祉団体や NPO等に対し、公共職業安定所や福祉人材センターと

連携しつつ求人情報の提供等を実施 

(b) 母子・父子福祉団体が行う事業に対する支援(実施主体：都道府県) 

母子・父子福祉団体が、母子家庭の母及び父子家庭の父の福祉の増進を図るための事業(社会福祉

事業、職業紹介事業、労働者派遣事業、信用保証業等)を行う場合に母子福祉資金貸付金制度等を活

用 

(c) 母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力(実施主体：都道府県、市町村及び地方独立行

政法人) 

母子・父子福祉団体等母子家庭の母及び父子家庭の父の福祉の増進を主たる目的とする団体が、

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進につながる業務をより多く受注できるよう、地方公共

団体及び地方独立行政法人が物品やサービスを購入する場合には予算の適正な使用に留意しつつ、

優先的に母子・父子福祉団体等から購入するように努めること 

ケ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置に関する留意(実施主体：都道府県

及び市町村) 

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技
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術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業

の機会の確保並びにこれらに従事する人材の養成及び資質の向上に留意 

④ 養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの促進 

ア 広報・啓発活動の推進(実施主体：都道府県及び市町村) 

母子・父子福祉団体、NPO 等の関係団体と連携して、養育費の支払や養育費及び面会交流の取り決

めに関する広報・啓発活動を推進 

イ 相談体制の拡充 

(a) 養育費に関する専門知識を有する相談員の配置(実施主体：都道府県等及び市等) 

養育費の取り決めや支払の履行・強制執行に関する相談・調整や情報提供のほか、母子家庭及び

父子家庭への講習会などを実施するため、地域の実情に応じ、養育費に関する専門知識を有する相

談員を配置 

(b) 弁護士による法律相談の実施(実施主体：都道府県等及び市等) 

母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、弁護士による離婚前も含めた法律相談を実施 

(c) 母子・父子自立支援員や婦人相談員等に対する養育費及び面会交流に関する研修の実施(実施主

体：都道府県等及び市等) 

母子・父子自立支援員、婦人相談員、母子家庭等就業・自立支援センターの養育費に関する専門

知識を有する相談員に対し、養育費の取得手続等養育費に関する事項や面会交流の相談対応、関係

機関や民間団体等との連携に関する研修を実施 

(d) 母子・父子福祉団体、NPO等への支援(実施主体：都道府県及び市町村) 

母子家庭及び父子家庭に対して、養育費相談や情報提供活動を実施する母子・父子福祉団体や NPO

等に対し、情報提供等の支援を実施 

ウ 情報提供(実施主体：都道府県及び市町村) 

母子家庭及び父子家庭に対し、養育費取得手続、相談窓口などについて、行政(児童扶養手当窓口、

婚姻・離婚届窓口等)や関係団体による情報提供活動を推進 

エ 面会交流支援事業の実施(実施主体：都道府県等) 

別居親又は同居親からの申請に応じ、面会交流に係る事前相談や面会交流援助を実施 

⑤ 経済的支援策 

ア 母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する情報提供、適正な貸付業務の実施(実施主体：都道府県等) 

母子家庭若しくは父子家庭又は寡婦に対して、積極的に母子父子寡婦福祉資金貸付制度に関する情

報提供を行うほか、プライバシーの保護に配慮した適正な貸付業務を実施 

イ 児童扶養手当に関する情報提供及び適正な給付業務の実施(実施主体：都道府県及び市町村) 

母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、積極的に児童扶養手当制度に関する情報提供を行うほか、

プライバシーの保護に配慮した適正な給付業務を実施 

ウ 児童扶養手当窓口における相談、情報提供等適切な自立支援の実施(実施主体：都道府県等及び市

等) 

児童扶養手当窓口において、母子・父子自立支援員等による就業等に関する相談や情報提供を積極

的に推進するなど、母子家庭の母及び父子家庭の父に対する適切な自立支援を実施 

⑥ 広報啓発 

広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業の実施等により、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に係

る要望・意見の聴取やニーズ調査等を行うとともに、各種の広報手段を活用し、地域の特性を踏まえた

広報啓発活動を実施(実施主体：都道府県及び市町村) 

(3) 就業の支援に関する施策の実施の状況の公表 

毎年1回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表する。 

(4) 基本方針の評価と見直し 

① 基本方針の見直しに当たっては、見直し前に、基本方針に定めた施策の評価を行う。 

この評価は、第1に掲げた母子家庭及び父子家庭の父並びに寡婦の動向に関して可能な限り定量的な

調査を実施するほか、関係者の意見を聴取すること等により実施する。 

② 施策評価結果の公表 

①の評価により得られた結果は、公表する。 

③ 基本方針の見直し 
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①の評価により得られた結果は、基本方針の見直しに際して参考にする。 

(5) 関係者等からの意見聴取 

基本方針の見直しに当たっては、母子・父子福祉団体、NPO、都道府県や市町村、母子生活支援施設関係

者など、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策関係者からの意見を幅広く聴取するとともに、パブリック

コメントを求める。 

(6) その他 

① 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策を実施するに当たっては、母子・父子福祉団体、NPO その他関

係団体に対し適切な支援を行うとともに、これらの関係団体、児童委員及び施策に関係する部局とも十

分な連携を図りつつ実施する。 

② 効果的な母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の在り方について研究・検討を行う。 

③ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策に従事する職員により母子家庭及び父子家庭並びに寡婦を巡る

状況の理解、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策の習熟及びプライバシーへの十分な配慮が促進され

るよう、職員の資質向上のための研修等を実施する。 

 

第３ 都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項 

都道府県等及び市等が、自立促進計画を策定する場合には、次に掲げる指針を踏まえ策定することが適当で

ある。 

1．手続についての指針 

(1) 自立促進計画の期間 

自立促進計画の運営期間は、5年間とする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りではない。 

(2) 他の計画との関係 

自立促進計画は、法律の規定による計画であって母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事項

を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。 

(3) 自立促進計画策定前の手続 

① 調査・問題点等の把握 

自立促進計画を策定するに当たっては、まず、次の事項について調査し、活用可能な既存のデータ等

を基に評価・分析し、当該地域における母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の現状における問題点及び支

援施策の利用に関する意向を把握する。 

ア 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の数(離死別や未婚等の原因ごとの数) 

イ 母子家庭及び父子家庭における子どもの状況(人数、性別、年齢、就学状況等) 

ウ 平均年間所得(就業形態ごと、就業種別ごとの額) 

エ 就業率(就業形態ごと、就業種別ごとの率) 

オ 母子家庭及び父子家庭の養育費等の取り決め率、取得率及び平均額 

カ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の住居の状況 

キ 母子家庭及び父子家庭のうち、その児童が保育所等の利用を待機している世帯数 

ク 当該地域の公共的施設における母子家庭及び父子家庭の雇用状況 

ケ その他当該地域の母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立促進にとって参考となる数値 

コ 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の支援施策の利用に関する意向 

② 基本目標 

①の調査・問題点等の把握に基づいて、自立促進計画の基本目標を明確にする。 

③ 合議制機関からの意見聴取 

自立促進計画の策定に当たっては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会又は市町村児童福祉審議会、

子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号)第 77条第 1項又は第 4項に規定する機関その他の母子

家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴取するよう努

めなければならない。 

④ 関係者等からの意見聴取 

自立促進計画の策定に当たっては、あらかじめ、地域の母子・父子福祉団体、NPO、母子生活支援施設

職員など母子家庭及び父子家庭並びに寡婦施策関係者からの意見を幅広く聴取するとともに、インター

ネットの利用及び印刷物の配布等の方法により広く母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の意見を求める等、

当該地域の住民の意見も聴取するよう努めなければならない。 
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(4) 自立促進計画の評価と次期自立促進計画の策定 

① 評価 

次の自立促進計画の策定に当たっては、自立促進計画の運営期間の満了前に、自立促進計画に定めた

施策について評価を行う。 

この評価は、(3)①に掲げる事項について調査を実施するほか、関係者の意見を聴取すること等により

実施する。 

② 施策評価結果の公表 

①の評価により得られた結果は、公表する。 

③ 次の自立促進計画の策定 

①の評価により得られた結果は、次の自立促進計画を策定するに際して参考にする。 

2．自立促進計画に盛り込むべき施策についての指針 

(1) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項としては、1．(3)①で把

握した問題点を記載する。 

(2) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事

項 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項

としては、第 2の 1．を参考にしつつ、当該都道府県等及び市等において今後実施する母子家庭及び父子

家庭並びに寡婦施策の基本的な方向性を記載する。 

さらに、第 2 の 2．を参考にしつつ、当該都道府県等及び市等が自立促進計画に基づいて実施する各施

策の基本目標を記載する。 

(3) 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と

向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項 

①日常生活支援等の子育て支援、生活の場の整備、②高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給

付金等の就業支援策、③養育費の確保等に関する事項、④経済的支援策、⑤関係機関の協力その他の各項

目について、(1)に記載した問題点を解消するために必要な施策として、次に掲げるものを記載する。 

① 厚生労働大臣が提示した施策 

第2の3．(2)に掲げられた施策のうち、当該都道府県等及び市等において実施する施策 

② 都道府県等及び市等独自の施策 

第2の3．(2)に記載されていない施策であって、当該都道府県等及び市等が独自で実施する施策 

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄 

平成二十九年四月一日から適用する。 
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○野田市児童福祉審議会条例 

昭和５２年４月１日 

野田市条例第１１号 

注 平成１８年９月から改正経過を注記した。 

改正 平成１２年３月３１日条例第１１号 

平成１８年９月２９日条例第３３号 

平成２４年７月１３日条例第１８号 

平成２５年６月２８日条例第３３号 

平成３１年３月２６日条例第２０号 

令和元年９月２５日条例第１３号 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第３項、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第７７条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、野

田市児童福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（平３１条例２０・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 市長の諮問に応じ、児童の福祉に関する事項について調査審議し、答申すること。 

（２） 市長の諮問に応じ、野田市エンゼルプランの策定及び見直しに関する事項について調査審議し、答申

すること。 

（３） 児童の福祉に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べること。 

（４） 野田市エンゼルプランの推進に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べること。 

（５） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

（平２５条例３３・全改） 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 児童委員を代表する者 

（２） 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者 

（３） 母子寡婦福祉会を代表する者 

（４） 青少年相談員を代表する者 

（５） 子ども会育成団体を代表する者 

（６） 学童保育所を利用する保護者を代表する者 

（７） 保育所を利用する保護者を代表する者 

（８） 保育所事業者を代表する者 

（９） 幼稚園事業者を代表する者 

（１０） 一般社団法人野田市医師会を代表する者 

（１１） 自治会を代表する者 

（１２） 商工団体を代表する者 

（１３） 子育て支援事業所を代表する者 

（１４） 労働者団体を代表する者 

（１５） 学識経験者 

（１６） 関係行政機関の職員 

（１７） 関係教育機関の職員 

（１８） 公募に応じた市民 

（１９） その他市長が必要と認めた者 

（平１８条例３３・平２４条例１８・令元条例１３・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（平２４条例１８・一部改正） 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。 

（専門委員会） 

第７条 審議会に、児童虐待に関する事件の再発の防止に関し必要な事項を調査させるため、規則で定めるとこ

ろにより、専門委員会（以下「委員会」という。）を置くことができる。 

２ 委員会の委員は、市長の推薦により会長が指名する。 

３ 委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

４ 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

５ 委員会は、調査した事項について、審議会に報告する。 

６ 審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項について審議し、市長に意見を述べ

る。 

（平３１条例２０・全改） 

（意見の聴取等） 

第８条 審議会及び委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を

求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（平３１条例２０・追加） 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平３１条例２０・追加） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（他の条例の改正） 

２ 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例（昭和２６年野田市条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中第３４号を第３５号とし、第３３号の次に次の１号を加える。 

(３４) 野田市児童福祉審議会委員 

附 則（平成１２年３月３１日野田市条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の野田市児童福祉審議会条例第３条第２項の規定により、平成１３年５月９日までの間に委嘱された

同項第３号及び第４号の委員の任期は、同日までとする。 

附 則（平成１８年９月２９日野田市条例第３３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（任期の特例） 

３ この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市児童福祉審議会の委員の任期は、第６条の規定による改正後

の野田市児童福祉審議会条例第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期

満了の日までとする。 

附 則（平成２４年７月１３日野田市条例第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年８月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
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ら施行する。 

（１）から（５）まで 略 

（６） 第８条の規定 平成２５年５月１０日 

附 則（平成２５年６月２８日野田市条例第３３号） 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日野田市条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年９月２５日野田市条例第１３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例（野田市自転車等放置防止に関する条例を

除く。次項において「旧各条例」という。）の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者

については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例（野田市自転車等放置防止に関する

条例を除く。次項において「新各条例」という。）の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された

者とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員

長（以下「会長等」という。）として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に

基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。 

 


