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基本目標２ 貧困の連鎖を断ち、誰でも希望をかなえられる社会をつくる   

 

 

 目標数値  

項 目 現 状 目 標 

生活困窮世帯等への学習支援実施市町村数 33 市町村(H30 年度末) 35 市町村 (R６年度末) 

子ども食堂がある市町村数 15 市町 (H30 年度末) 35 市町村 (R６年度末) 

ひとり親（母子世帯）の正規雇用率 43.3% (H28 年度) 45.0% (R３年度) 

ひとり親（父子世帯）の正規雇用率 64.6% (H28 年度) 69.0% (R３年度) 

 

 

○ 子どもの貧困に係る状況等 

  我が国の相対的貧困率(※１)及び子どもの貧困率(※２)は、平成 27 年にそれぞれ 15.7％、13.9％

であり、ともに前回調査時に比べ、低下しているものの、およそ７人に１人の子どもが平均的な所得

の半分以下で暮らしていることになります。 

 

平成 28 年度に県が実施した「ぐんま青少年基本調査」及び「ひとり親世帯等調査」では、世帯全体

の約 15％が年収 300 万円未満であり、ひとり親世帯にあっては、８割以上が年収 300 万円未満である

ことが分かりました。 

 

(※１) 相対的貧困率 収入から税金・社会保険料等を差し引いた手取り収入から、世帯人員による影響を調整して算出した、世

帯人員一人当たりの所得の中央値の半分の額(「貧困線」という)に満たない人の割合。平成 27 年の貧困線は、122 万円であ

った。 

(※２) 子どもの貧困率 17 歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない 17 歳以下の子どもの割合。 

 貧困は、子どもの進学や就職など、将来の選択に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、「子ども

の貧困」は、直面する課題だけでなく、その影響が次の世代へと受け継がれてしまう可能性が高いことが大

きな問題です。 

 子どもの生活・学習支援や保護者への経済的支援により、貧困の世代間連鎖を解消し、全ての子どもが

夢と希望を持って成長していける社会の実現に向けて、取組を進めます。 
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  また、市町村では、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒(義務教育)の保護者に対し、

学用品費及び学校給食費等を援助しています。この就学援助を受けた児童生徒数は、平成 28 年度は

11,827 人となり、平成 23 年度に比べて 852 人増加しました。 

  平成 28 年度の就学援助率は 7.50％で、全国よりは低いものの、年々上昇しています。 

 

子どもの貧困対策推進の基本的視点 

○ 貧困の世代間連鎖の解消 

  収入の低い世帯の子どもの全てが、将来、低所得者となるわけではありませんが、貧困が子ども

の将来に影響を及ぼすことがあります。その影響が次の世代へ受け継がれないよう、「貧困の世代

間連鎖の解消」の視点が重要です。 

 

○ 貧困を背景にした様々な困難な状況への対応 

  また、子どもの貧困は表面化しにくいことが特徴です。世論の一部にある「子育ては家庭の責任」

や「貧困は親の責任」などの風潮のため、保護者に「誰にも頼れない」、「貧困であることを隠した

い」という心理が働き、実態を把握するのが難しい状況にあります。 
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  しかし、現実には、家庭が食費等の生活費を切り詰めながら生活する状況にあったり、部活動や

進学のための経費を払うことが出来なかったりと、つらい思いをしている子どもも少なくありませ

ん。こういった通常得られるべき体験や教育の機会の不足は、自己肯定感を低め、更なる意欲の低

下等による悪循環に陥るほか、様々な葛藤が子どもたちの心に大きな影響を及ぼします。そして、

親子の関係の悪化や、不登校や問題行動につながる懸念もあります。 

  子どもの貧困対策の推進にあたっては、貧困の世代間連鎖の解消はもとより、貧困が与える子ど

もの心理的な影響に対するケア、貧困を背景とした不登校など様々な困難な状況への対応、孤立し

やすい保護者の子育てに対する悩みや不安の解消、必要な支援者の確保などに、本計画全体で取り

組みます。 

 

 

（１）教育環境の整備と学習支援 次世代 子・若 貧困    

 

 現状と課題  

○ 経済的な困窮が学習面に与える影響 

年収 300 万円未満の世帯においては、子どもの「勉強の遅れ」「勉強や進路」「教育費」に関して

悩んでいると回答する保護者の割合が高くなっています。 

 

また、「児童生徒の家庭における経済状況により学力差が生じているか」の問いには、小学校の教

員の 75.0％、中学校の教員の 80.0％が「学力差が生じている」と回答しており、経済的な要因が子

どもの学習面にマイナスの影響を与えていることが考えられます。 

 

困難な状況は、進学率にも影響しています。 

本県の生活保護世帯の子どもの高校等進学率は、平成 30 年４月現在において 92.1％で、全世帯

と比較し 6.8 ポイント低く、さらに、全国の生活保護世帯の子どもよりも 1.6 ポイント低い状況で

す。 
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 ○ 学習支援の効果と地域の可能性 

文部科学省の調査研究(＊)によると、家庭の社会経済的背景（世帯収入や親の学歴等）と子ども

の学力との間に強い相関があり、社会経済的背景が低い世帯の子どもの学力は、相対的に低い傾向

があることが報告されています。 

(＊ 国立大学法人お茶の水女子大学「文部科学省委託研究：平成 29 年度全国学力・学習状況調査を活用した専門的な課題分析に関

する調査研究」) 

しかし、一方で、社会経済的背景が低い世帯の子どもでも、不利な環境を克服して高い学力を達

成している児童生徒がある程度存在し、一定の学習時間の確保が学力獲得に結びついているとされ

ています。また、地域にボランティアで子どもたちの教育に関わってくれる人が多い場合なども、

不利な環境を克服している傾向があります。 

このことから、収入が低い世帯の子どもの低学力に対し、学習時間が確保されるよう、学習支援

を行うことが有効です。家庭だけでなく、地域の力によっても、子どもの学力向上に寄与すること

ができると考えられます。 
 

○ 県内における学習支援の状況 

県内では、県及び各市が主体となり、生活困窮世帯等を対象とした無料学習支援に取り組んでい

ます。また、市民団体やＮＰＯ法人等による無料学習支援も実施されており、子どもの学力の向上

や、学習意欲の向上に結びついています。 

さらに、県では、平成 29年度から、学習支援に携わるボランティアの人材確保及び質の向上を図

るためのセミナーを開催しています。 

今後は、未実施地域を含めた学習支援の広がりが必要です。 
 
 

 施策の方向と具体的施策  

○ 学校を核とした教育環境の整備 

全ての公立小・中学校・中等教育学校、県立高校及び県立中等教育学校へのスクールカウンセラ

ー配置を継続し、児童生徒や保護者への心理面でのサポートを行います。また、圏域ごとに配置し

ているスクールソーシャルワーカー(※３)により、不登校の問題の解決や学校外での支援など、子

どもが置かれた環境ごとに必要な対応を行います。 

 

 

 (※３) スクールソーシャルワーカー(SSW) 児童生徒が生活の中で抱えているいろいろな問題の解決を図る専門職。子不登校や

いじめ、貧困や虐待など、学校や家庭の環境に問題を抱えた子どもたちに対し、福祉の立場から解決策を探し支援する。 

(出典)厚生労働省社会援護局保護課調べ(H30.4 月現在)、県教育委員会「平成 30 年度ぐんまの学校統計」 
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生徒指導体制の強化を必要とする中学校には、生徒指導に関する業務を支援する生徒指導担当嘱

託員を配置し、教職員を補助します。 

また、学校を核として、地域の住民や外部人材等の協力を得て学習支援を行います。 
 

○ 県内各地域における子どもの学習支援の促進 

県内各地域において、子どもの学習支援の実施が促進されるよう、必要な支援を行います。 

子どもの学習支援の実施にあたっては、家庭環境を整えるほか、支援者の養成を行います。 

また、児童養護施設等の入所児童や里親委託児童に対し、学習支援を行います。 
 

 ○ 支援が必要な児童生徒に必要な情報が届く取組 

  各種支援に関する情報が、必要とする児童生徒や家庭に行き渡るよう、学校や関係機関を通じて、

制度内容や手続き方法を周知します。 
 
 

ア 学校を核とした教育環境の整備 

① 教育相談体制充実 

 

○スクールカウンセラー(ＳＣ）を配置し、校内の相談体制の充実に

向けて、教職員への助言や研修を行います。 

○スクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)が関係機関とのネットワー

クの構築、連携、調整を図るほか、学校内におけるチーム体制の

構築、支援や教職員への研修活動を行います。 

○各校の教育相談体制の一層の充実に向け、教育相談担当者やスク

ールカウンセラー(ＳＣ)を対象とした会議を開催します。 

② 生徒指導体制の強化 

 

○生徒指導担当嘱託員を配置し、生徒指導上の課題解決に苦慮して

いる学校の生徒指導体制を強化します。 

③ 地域と学校の連携・協 

働 

 

○小・中・高校生等に対し、大学生や教員ＯＢなど地域住民の協力

を得て、原則無料の学習支援を行う「地域未来塾」を実施します。

【関連：Ⅳ-1-(2)地域や企業との連携】 

 

イ 子どもの学習支援の促進 

① 子どもに対する生活・

学習の支援 

 

 

○県内における子どもの学習支援の未実施地域を解消し、各地域に

おいて学習支援の実施が促進されるよう、必要な支援を行います。 

○学習支援の実施にあたっては、子どもへの相談支援や生活面の支

援のほか、必要に応じて保護者に対する支援を併せて行い、家庭

環境を整えることに努めます。 

○児童養護施設等の入所児童や里親委託児童で希望する児童には、

学習塾に通うための費用を補助します。 

② ボランティア養成セ

ミナー 

 

○学習支援の場が「子どもの居場所」となり、社会性や自己肯定感

などを高める場となるよう、支援者の関わり方を習得する研修等

を行うとともに、保護者の子どもへの働きかけを促します。 

 

 

 
◆主な連動施策  Ⅱ－２－(２) 教育・子育てに係る経済的負担の軽減 



第５章 具体的施策の展開 Ⅲ－2－(2) 子ども・若者に対する生活と就労の支援 

 
- 101 - 

 

（２）子ども・若者に対する生活と就労の支援 次世代 子・若 貧困   

 

 現状と課題  

 ○ 子どもの居場所の広がり 

地域とのつながりが希薄化する中、子どもや家庭が抱える課題は複雑化・多様化しています。既

存の制度だけでは補うことのできない生活問題や社会課題の解決法の一つとして、子ども食堂、学

習支援、遊び場等をはじめとした「子どもの居場所」が注目されています。 

 県が、平成 28 年度に実施した「群馬県子どもの生活実態調査」の結果からは、「子どもの居場所」

は、経済的な不安を抱えた世帯をサポートし、ひとり親世帯や、いじめが原因で不登校になった子

どもなど、様々な困難を抱えた子どもを健やかな育成につなげると同時に、子どもを取り巻く様々

な問題の負の連鎖を防ぐセーフティネットになることが分かりました。 

この調査を踏まえ、県では平成 29年度から、「子どもの居場所づくりの推進」に取り組んでいま

す。 

県内における子どもの居場所は、啓発活動や県民の理解促進により、年々増加しています。また、

子どもの居場所へ来たことをきっかけに、これまで支援を受けられなかった子どもやその親が、別

の福祉的な支援を受けられるようになったり、社会的なつながりを持てたりする例が見られるよう

になりました。 
 

    子どもの居場所の設置団体数の推移 

類型 H29 年 3 月末 H31 年 3 月末 

子ども食堂 5 団体 46 団体 

子どもの学習支援 26 団体 44 団体 

その他 (＊) 0 団体 12 団体 

     ＊子どもの遊び場等を実施。            (出典) 県子育て・青少年課調べ 

 

 ○ 子どもの居場所づくりのための人材・資金・資材の不足 

一方で、子どもの居場所づくりを実施している団体からは、運営や活動のための資金やボランテ

ィアスタッフが不足しているとの声も多く、ボランティア人材の確保・養成や、居場所とそれを支

える社会との連携が課題となっています。 

 
 
 施策の方向と具体的施策  

 ○ 子どもの居場所づくりを応援する人の裾野の拡大 

子どもの居場所づくり推進のためには、県民に「子どもの居場所」について知ってもらい、参

加してもらうことで応援の裾野を広げていくことが必要です。 

また、子どもの居場所を利用する親子等を、その他の必要な支援に結びつけるためには、子ど

もの居場所に関わる当事者だけでなく、市町村や関係団体との連携、課題の共有が重要です。 

   そこで、多くの県民に子どもの居場所について周知する研修を行い、市町村と関係団体の密接な

つながりを生むための会議や説明会、協議の場を設けます。 
 
 ○ 安定的な運営のための資材等の供給システムの構築 

   企業における生産や流通の過程で生じる食品ロス等と、子ども食堂における食品ニーズを結びつ

ける取組を進めます。 
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ア 子どもの居場所づくり促進 

① 子どもの居場所啓発 

 

○ボランティア養成研修や啓発セミナーを通して、子どもの居場所

を周知します。 

② 市町村・関係団体との

情報共有 

○市町村・関係団体との情報交換を行い、機運醸成を図るとともに、

子どもたちが適切な支援を受けられるよう支援します。 

③ 企業と子どもの居場

所のマッチング 

 

○子どもの居場所(主に子ども食堂)を継続的に実施できるよう、食

品のニーズと食品ロスのマッチングを図り、安定的に食品を供給

できるシステムの構築を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

県では、次代を担う子どもが安心して将来に夢を抱けるよう、子どもの居場所づくりを推進し、円滑

な運営を応援しています。その一環として、「居場所」に集まる子どもへの食事やおやつの食材に活用す

るため、生産や流通過程において生じる食品ロスの提供をお願いしています。 

最近では、食品ロスに対する世界的・全国的な問題意識の高まりと企業の社会貢献等の側面から、関

心を持つ事業者も少なくありません。 

食品提供に関する支援の申出に対しては、コーディネーターが近隣の子ども食堂やフードバンクに情

報提供し、必要に応じて事業者との面談（情報交換会）の機会を設けるなど相互理解を深めながらマッ

チングを進めています。 

【事例】 

A 社（食品製造業） 

見込み生産により、賞味期限が迫る製品

（食肉加工食品）について情報提供があり、

フードバンクで活用。 

B 社（業務用食品卸売業） 

流通過程で生じる取扱商品の食品ロスに

ついて、地域の子ども食堂・フードバンクに

情報交換会を通じてマッチングを行い、継

続的な食品提供の関係を構築。 

個人 C さん 

大量に貰った賞味期限が迫る食品（うど

ん）の活用について相談を受け、居住地近く

の子ども食堂とマッチングし、提供。 

 

 

◆主な連動施策  Ⅰ－３－(２)－イ 若者の就労支援 

子どもの居場所マッチングコーディネーター コラム 
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（３）保護者に対する生活と就労の支援 次世代 子・若 貧困 ひとり親   

  

 現状と課題  

 ○ 保護者の貧困の状況 

子どもが貧困状態にある理由として、その子どもの保護者が様々な原因で働くことができず収入

が少ないために、生活が困難な状態にある場合が考えられます。 

特に、母子世帯等のひとり親世帯の経済的困窮は厳しく、平成 28年度の県の調査では、母子世帯

の年間世帯収入は、「100～200 万円未満」が約 38％で最も多く、次いで「200～300 万円未満」とな

っています。 

最近では、ひとり親世帯だけでなくふたり親の世帯、特に非正規雇用の家庭などの貧困も指摘さ

れており、子どもの貧困対策を効果的に実施するためには、経済的困窮状態にある保護者を見極め、

必要な支援を行うことが必要です。 

 

 ○ 貧困の連鎖 

県内の生活保護受給世帯の子どもについて、県全体の子どもと比べると、高校進学率は低く、高

校中退率は高くなっており、貧困は子どもの将来に影響を及ぼしていると考えられます。 

子どもの将来が生まれ育った環境により左右されないよう、「貧困の連鎖を防ぐ」ことが重要で

す。そのため、子どもやその世帯が抱えている課題を把握した上で、子どもが成長の過程で社会か

ら孤立せず公正な条件で人生を歩むことができるよう、経済面などで困難を抱えている保護者に対

して積極的な支援を行うことが必要です。 
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○ 生活に困窮している保護者への支援 

 平成 27年４月に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、福祉事務所を設置する県と市で

は、生活困窮者に対する包括的な相談支援を行っています。 

相談件数は近年増加傾向にあることから、より一層の取組の強化が求められています。生活困窮

状態にある方の多くは、失業や債務問題、家庭問題、病気など複数の悩みを抱えていることが多い

ため、支援にあたっては、包括的に悩みを受け止め、寄り添いながら解決を図る必要があります。 

また、生活保護受給者のうち就労が可能な場合については、生活保護からの早期脱却・経済的自

立に向けた就労支援を行っていますが、就労や収入増がなかなか実現できない状況です。 

 

○ ひとり親家庭自立支援 

平成 28 年度の調査によると、本県のひとり親世帯数は、５年前と比較して減少したものの、母

子世帯は 20 年前と比べて約 1.5 倍となっています。 

 

ひとり親家庭は正規雇用率が低く、母子世帯は 43.3％、父子世帯は 64.6％にとどまっていま

す。特に、母子世帯の母は、就業経験不足や出産・子育てによる就業の中断が再就業に影響する

ことが多く、再就業しても不安定な雇用にあることが多いことから、自立に向けた就業支援と、

収入の増加につなげるための支援が重要です。 

 

また、ひとり親家庭においては、経済的な不安だけでなく、一人で子どもを育てなければいけな

いという精神的な負担も多く、孤立しがちで、相談支援につながりにくい傾向があります。 
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 施策の方向と具体的施策  

○ 生活に困窮している保護者への支援 

生活困窮状態にある保護者が抱える多様で複合的な課題に対して、関係機関や他制度と連携しな

がら支援します。 

また、家庭との両立を図りながら再就職を希望する保護者のニーズに沿った就労支援を行います。 

 

○ ひとり親家庭自立支援 

ひとり親家庭の親が仕事と子育てを両立しながら経済的に自立し、その子どもが心身ともに健や

かに成長できるよう、経済的支援、生活の安定を図るための生活支援、自立を後押しする就業支援、

子育て支援を、総合的に実施します。 

また、ひとり親が抱えている様々な悩みや不安を解消し、経済状況の改善や子育てを支援する必

要があります。特に母子世帯の親子同士が支え合いながら暮らしていけるスタイルを検討し、県内

に広めていきます。 

さらに、各種制度や支援に関する情報が、必要とする家庭に漏れなく伝わるよう、関係機関や関

係団体と連携しながら周知します。 
 
 
ア 生活に困窮している保護者への支援 

① 相談による支援 

 

 

○生活保護に至る前段階から相談に応じ、生活困窮者の早期自立を

支援します。 

○生活保護受給世帯に対しては、ケースワーカーや自立支援員が就

労及び生活全般に係る相談に応じます。 

② 生活に対する支援 

 

 

○生活に不安を抱えた低所得、障害者及び高齢者の世帯の方に、住

居の入居費や日常生活の費用等、生活福祉資金を貸し付けます。 

○離職等により住居を喪失又はそのおそれがあり、収入等が一定水

準以下の場合、就職活動を条件に、一定期間、住居確保給付金を

支給します。(利用し得るあらゆるものを活用しても、なお生活が

できない場合には、国の基準に基づき、生活保護の受給が可能) 

③ 就学に対する支援 

 

 

○教育の機会均等を保障するため、県内高校の定時制課程に在学す

る者に対し、修学金を貸与し、定時制の課程を卒業した場合には、

修学金の返還の債務を免除します。 

④ 就労への支援 

 

○生活困窮者への相談支援の中で、就労支援も併せて行います。特

に、長期に就労から離れていた場合など一般就労が困難な方には、

職場見学や就労体験を経る段階的な支援を行います。 

○就労可能な生活保護受給者等に対して、ケースワーカーや自立支

援員が、ハローワークへの同行、履歴書作成、日常生活リズムを

整える等を支援します。 

○「シニア就業支援センター」において、概ね 40歳代後半以上を対

象とし、再就職のための職業紹介、就農・起業など多様化するニ

ーズに対応した相談・情報提供を行います。 
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 ○「ジョブカフェ・マザーズ」において、家庭との両立を図りなが

ら再就職を希望する女性を、カウンセリングや企業とのマッチン

グ等により支援します。 

  

イ ひとり親家庭自立支援 

① シングルマザー支援

のためのシェアハウス

モデル事業 

○広瀬第二県営住宅（前橋市）にモデル的に整備したシェアハウス

での運営手法を検証し、市町村や民間への普及・啓発を図ります。 

② ひとり親家庭に対す

る経済的支援 

○児童扶養手当の支給や母子父子寡婦福祉資金の貸付等により、経

済的に支援します。 

③ ひとり親家庭の生活

支援 

○母子・父子自立支援員による生活全般の相談を実施するほか、弁

護士による養育費等の無料相談を実施します。 

④ ひとり親家庭の就労

支援 

 

○就業相談員による相談や、就業に有効な資格取得のための講習会

の実施、各種給付金の支給等により、ひとり親の就労を支援しま

す。 

○離職者再就職訓練において、母子家庭の母等にも受講しやすいよ

う「パソコン基礎」と「介護職員初任者研修」のコースを「育児

等両立支援短時間コース」として実施し、その中で母子家庭の母

等の優先入校枠を設定します。 

⑤ ひとり親家庭の子育

て支援 

 

○仕事や病気で一時的な支援が必要な場合のファミリー・サポート・

センターの利用や家事支援利用への補助、及び無料学習支援事業

を実施します。 

  

 

 

 

 

 
 

 

県では、県営住宅内のワンフロアにシングルマザー向けのシェアハウスを

モデル的に整備し、入居者同士が互いの生活や育児について協力し合いなが

ら暮らす形を検証しています。 

本事業は、若手職員の発案により、ひとり親家庭を支援する部局と県営住

宅の管理・運営を行う部局が連携して取り組んでいるものです。 

シングルマザー世帯向け居室の提供のほかにも、同じ県営住宅内に地域開

放スペースを設けています。子どもの無料学習支援や高齢者の居場所づくり

に取り組む団体による様々な活動を通じて、地域の活性化を図っています。 

 

 

 

◆主な連動施策  Ⅱ－２－(２) 教育・子育てに係る経済的負担の軽減 

シングルマザー向けシェアハウス コラム 

入居者同士の交流が行われる共有リビング 


