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この計画は、平成21（2009）年度に策定した「さいたま子ども・青少年希望
ゆ め

プラン-さいたま市次世代育成支援対策行
動計画（後期計画）-」（平成22（2010）年度 平成26（2014）年度）の後継計画として、子ども・子育て支援法
に基づき策定した「市町村子ども・子育て支援事業計画」です。この計画では、乳幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子
育て支援を総合的に推進するとともに、未来を担う子ども・青少年が夢と希望を持ち、生き生きと輝きながら成長できるよう、子
ども・青少年に関する事業を推進します。 

この計画は、子ども・子育て支援法第１条の目的、第２条の基本理念を踏まえ、同法第61条に基づき策定する「市町村
子ども・子育て支援事業計画」であり、本市の子ども・青少年に関する総合的な計画として、「さいたま市総合振興計画」の下
に、「さいたま市保健福祉総合計画」の部門別計画として位置付けます。 
また、母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条に基づく「自立促進計画」、子ども・若者育成支援推進法第９条に基づく
「市町村子ども・若者計画」を包含し、本市の子ども・青少年に関する施策を幅広く記載します。 
なお、平成36（2024）年度まで10年間延長された次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」
の内容のうち、関連する事項についても記載しています。

１ 子ども・子育て支援事業計画における目標値等の再設定 

この計画の期間は、平成27（2015）年度から平成31（2019）年度までの５年間です。平成29（2017）年度
は計画の中間年にあたり、実効性を高めるため、目標値等（「量の見込み」及び「確保方策」）の記載がある事業で、現
状と10％以上のかい離があるもの等について、その数値を見直すものです。 

２ 子どもの貧困対策の推進（さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン第６章）

子どもの貧困対策を計画的に推進するため、施策・事業等を新たに盛り込みます。

はじめに 

計画の位置付け 

改定の概要 
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「子ども・青少年の最善の利益」が実現される社会を目指し、子ども・青少年が生き生きと輝きながら成長できるよう、
子ども・青少年の視点に立った支援を行います。 

虐待、障害、貧困、家族の状況、その他の事情により社会的な支援の必要性が高い者を含め、子ども・青少年がその
個性を尊重され、健やかに育ち、自立し、社会で輝いて生きられるよう、すべての子ども・青少年・子育て家庭に対し支援
を行います。

家族、地域、事業者、行政等社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、子ども・青少年に対する関心や理解を
深め、互いに助け合い、いたわりあい、支えあいながら、子ども・青少年を社会全体で育んでいく気運を醸成します。 

未来を担う子ども・青少年が夢と希望を持ち、生き生きと輝きながら成長することは市民すべての願いであり、そのためには
人々が互いに助け合い、いたわりあい、支えあいながら、社会全体で育むことが大切です。本市では、すべての子ども・青少
年がその個性を尊重され、健やかに育ち、自立し、社会で輝いて生きられるよう、「子ども・青少年の幸せと命の尊さを第一に
考える地域社会」の実現を目指します。

「子ども・青少年の幸せと命の尊さを第一に考える地域社会」 
を目指します

子ども・青少年の視点 

すべての子ども・青少年・子育て家庭への支援の視点 

社会全体による支援の視点 

計画の基本理念 

計画の視点 

施策の体系 
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乳幼児期は、基本的な身体機能や運動機能が発達するとともに、自我や主体性が芽生える大切な時期であり、徐々
に人間関係を広げ、そのかかわりを通じて社会性を身に付けていくなど、他者とのかかわりや基本的な生きる力を獲得する
段階にあたります。 
そのため、すべての子どもが笑顔で成長し、すべての子育て家庭が安心して喜びを感じながら子育てができるよう、教育・
保育施設の充実を図るとともに、質の高い教育・保育の提供を図ります。また、教育・保育の一体的提供や、教育・保育
施設と小学校との連携を推進します。 
さらに、子育て家庭の仕事と子育ての両立を支援するため、保育環境の整備を推進し、待機児童の解消を目指しま
す。 
【関連事業】 幼稚園・認定こども園、保育所等、保育者小学校等体験事業 等 

現在、多くの子育て家庭において、核家族の増加や地域のつながりの希薄化、親自身の出産前に赤ちゃんと触れ合う
経験の不足などが指摘されています。このような背景の中、子育てへの不安や負担、孤立感が高まっており、行政や地域
社会を始めとする社会全体で子育てへの不安感等を軽減し、子どもの育ちと親の子育てを支えることが重要となっていま
す。 
そのため、すべての子育て家庭が求める地域の子育て支援に関するニーズを確実に捉え、その上でニーズに応じた保育・
子育て支援事業の充実を図ります。また、各子育て家庭が必要とする支援を選択して利用できるよう、充実した情報の提
供や、相談・援助などを実施します。 
さらに、子育て家庭の仕事と子育ての両立を支援するため、放課後児童クラブの整備を推進し、待機児童の解消を目
指します。 
【関連事業】 放課後児童クラブ、一時預かり事業、妊産婦・新生児訪問指導事業 等 

児童虐待は深刻な社会問題であり、その発生の未然防止から早期の対応、家族の再統合やアフターケアまでの切れ目
のない支援が重要となっています。 
そのため、虐待を受けた子どもやその家族に対し、専門的な知識・技術に基づく支援を充実させ、虐待の予防から早期
の発見と保護、保護者への指導、保護された子どもの治療やケアに至る総合的な対策を講じます。 
また、障害の早期発見と早期療育を通じて、障害のある子どもの健やかな成長と自立を支援します。 

【関連事業】 児童相談所における支援、里親制度、総合療育センター事業 等 

ひとり親家庭等は、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担うため、子どもの養育や健康、経済面などに大
きな不安を抱え、様々な困難に直面しています。また、親との死別・離別は、子どもの生活を大きく変化させるものであり、
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す。 
そのため、ひとり親家庭等が安定し自立した生活を送ることができるよう、子育てや生活、就業に関する支援や各種助成
の充実など、総合的な支援を図ります。 
【関連事業】 保育所の優先入所、ひとり親家庭等自立支援プログラム策定事業、児童扶養手当 等

青少年・若者をめぐる環境の悪化や、社会生活を営む上での困難を抱えた青少年・若者の問題が深刻な状況にあるな
ど、青少年・若者をめぐる状況は大きく変化しています。 
そのため、一人ひとりの青少年・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人として自己を確
立し、他者とともに次代の社会を担うことができるよう支援します。 
また、困難を抱えている青少年・若者に対し、その置かれている状況を克服することができるよう、対策を講じます。 

【関連事業】 チャレンジスクール推進事業、児童センター事業、子ども・若者支援ネットワーク事業 等

基本目標Ⅰ 乳幼児期の教育・保育の充実 

基本目標Ⅱ 地域における子育て支援の充実 

基本目標Ⅲ 専門的な知識・技術を要する支援の充実 

基本目標Ⅳ ひとり親家庭等への支援の充実 

基本目標Ⅴ 青少年・若者への支援の充実 

関連事業

関連事業

関連事業

関連事業

関連事業
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認可保育所の整備を積極的に推進するとともに、

認定こども園、地域型保育事業、幼稚園での預かり

保育などの様々な事業を組み合わせることにより、

保育環境の整備を推進し、総合的に待機児童の解消

を目指します。 

【目標値】 
対象施設 認定区分 平成31年度（人） 

幼稚園・認定こども園 

（幼稚園部分） 

１号認定 17,408 

２号認定 ※幼稚園利用希望 2,847 

保育所等（３～５歳児） ２号認定 12,626 

保育所等（０～２歳児） 
３号認定（０歳児） 2,347 

３号認定（１・２歳児） 10,573 

※２号、３号認定については、フルタイム就労等を想定した「保育標準時間」利用と、 

パートタイム就労等を想定した「保育短時間」利用の２区分の保育必要量が設けられます。

適切な遊び及び生活の場を提供することにより、

小学校放課後等における対象児童の健全育成に資

するため、放課後児童クラブの整備を推進します。 

質の高い教育・保育と地域子ども・子育て支援

事業を推進するため、各種取組を実施します。 

若者自立支援ルーム事業 

社会生活を営むうえで、困難を有する市内在住

で30歳代までの若者を対象に、その個人の状態

に合わせた様々な自立支援プログラムを実施し、

その個人が目指す自立に向け支援を行います。 

【目標値】
① 受入可能児童数 
・各年度420人規模の増加 
・平成29年度において待機児童解消 
② 施設数 
・各年度12か所の新規整備実施 
・平成29年度において待機児童解消 

【取組内容】 
① 質の高い幼児教育の推進 
・公開保育研究、保育者小学校等体験研修等 
② 質の高い保育の推進 
・病児保育事業、保育コーディネーター事業等 
③ 質の高い地域子ども・子育て支援事業の推進 
・放課後児童クラブの職員研修、職員処遇改善方策等 

子ども・家庭をとりまく課題に総合的に取り組み、

子ども・家庭、地域の子育て機能を総合的に支援す

る、さいたま市らしさを生かした中核施設として、

(仮称)さいたま市子ども総合センターを整備します。 

【取組内容】 
① 建設実施設計の作成 
・平成27年中に建設実施設計作成 
② 建築・外構工事 
・平成29年に完成 
・平成29年度中に施設開設 

ひとり親家庭高等技能訓練 
促進費・生活支援給付金 

ひとり親家庭の父又は母が、経済的自立に効果

的な資格を取得するため、２年以上養成機関など

で修学する場合に高等技能訓練促進費を支給しま

す。 

また、平成25年度以降の入学者を対象に、高等

技能訓練促進費の支給対象期間外となる修学３年

目について、生活支援給付金を支給します。 

【目標値】 
養成機関修了者の常勤就職・進学率 
H26 H27 H28 H29 H30 H31 
85％ 85％ 90％ 90％ 90％ 90％ 

【取組内容】 
① 利用者数 
年間の延べ利用者数5,800人 
（平成29年度以降は8,800人） 
② 新規整備 
２か所目の若者自立支援ルームの開設に向けて、 
平成28年度以降に建築設計・建設工事を実施 
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- 見直しにおける補足 - 

平成29年４月１日現在、待機児童が486人となっているため、 

引き続き待機児童解消を目標とします。 

- 見直しにおける補足 - 

・名称は「さいたま市子ども家庭総合センター」に決定し、

平成30年４月１日に全面開設の予定です。 

- 見直しにおける補足 - 

・平成27年度より、「高等技能訓練促進費」は「高等職業訓練促進

給付金」に名称が変更になりました。 

・平成28年度より、修学期間や支給期間が変更になり、生活支援

給付金を高等職業訓練促進給付金に統合しました。また、対象資

格を拡大しました。 

質の高い教育・保育と地域 
子ども・子育て支援事業の推進 

3
（仮称）さいたま市子ども   
総合センター整備事業 

4

保育環境の整備1 放課後児童クラブの整備2

重点事業 
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内訳 

この目標値（量の見込み・確保方策）は、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業等の利用状況・
利用希望を把握するため市民に対し行った基礎調査の結果や、過去の実績から算出しています。 
本市では、本計画の計画期間である平成27（2015）年度から平成31（2019）年度の５年間で、この目
標値が達成できるよう、各種施策を推進していきます。 

※量の見込み  市民の推計利用希望量（需要量） 
確保方策  量の見込みが叶えられるよう、市が実施・提供する体制・施策等の整備量（供給量） 

① 幼稚園・認定こども園 

幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）で、教育を希望する３歳 小学校就学前までの児童に対して、幼稚園などの
施設の必要量を確保し、教育・保育の提供体制を整えます。 

指標 利用者数 単位 人 

目標値 H27 H28 H29 H30 H31 

量の 

見込み 

計 20,995 20,810 20,625 20,440 20,255 

内

訳 

１号認定 19,345 18,860 18,376 17,892 17,408 

２号認定  1,650  1,950  2,249  2,548  2,847 

確保方策 20,995 20,810 20,625 20,440 20,255 

② 保育所等（３～５歳児） 

保育需要の高い地域を中心に、保護者の就労などの事由により保育を必要とする３歳 小学校就学前までの児童を
保育するため、認可保育所などの新設や定員増を進めます。

指標 定員 単位 人 

目標値 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（改定後）   10,536 10,951 11,366 12,234 12,626 

確保方策（改定後） 10,185 10,516 10,941 11,366 12,234 12,626 

※定員 認可保育所、認定こども園（保育所部分）、ナーサリールーム、家庭保育室、地域型事業所内保育施設 
の合計定員

③ 保育所等（０～2歳児） 

保育需要の高い地域を中心に、保護者の就労などの事由により保育を必要とする０歳 ２歳までの児童を保育するた
め、認可保育所や地域型保育事業などの新設や定員増を進めます。 

【０歳児】
指標 定員 単位 人 

目標値 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（改定後）  1,809 2,027 2,245 2,195 2,347 

確
保
方
策

計（改定後） 1,632 1,805 2,025 2,245 2,195 2,347 

内

訳 

認可保育所等 1,775 1,935 2,095 1,760 1,894 

地域型保育 30   90  150   435   453 

保育利用率（改定後） 15.1% 18.3% 20.8% 23.3% 21.2% 23.1% 

※認可保育所等 認可保育所、認定こども園（保育所部分）、ナーサリールーム、家庭保育室、地域型事業所内 
保育施設 

主な事業の目標値 
※平成30（2018）年3月改定 １ 子ども・子育て支援事業計画における目標値等の再設定 
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～裏表紙～ 

⑤ 一時預かり事業（保育所） 

保護者の就労形態の多様化、傷病、入院、及び保護者の育児疲れの解消等に対応するため、一時的に保育を必要と
する児童を保育所において預かります。 

指標 延べ利用者数／施設数 単位 人／施設 

目標値 H25 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（改定後） 36,892 37,200 37,700 38,200 34,200 36,100 

確保方策（改定後）      62      69      70     71      86      91 

⑥ 一時預かり事業（単独型子育て支援センター） 

子育て支援事業としての一時預かりを単独型子育て支援センターにおいて実施することにより、保護者の子育てに起因す
る心理的・身体的負担の軽減を図り、子どもの健やかな育ちを促進します。 

指標 延べ利用者数／施設数 単位 人／施設 

目標値 H25 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み 1,061 1,100 1,600 2,300 2,300 2,300 

確保方策（改定後）      1      1      2      3      2      2 

⑦ 病児保育事業 

保護者の子育てと就労の両立を支援するため、認可保育所等に通所中の児童が、病気又は病気の回復期にあって、
保育施設での集団保育が困難な期間に、医療機関等に併設した専用スペースにおいて一時的に保育を行います。

指標 延べ利用者数／施設数 単位 人／施設 

目標値 H25 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（改定後） 2,662 3,200 3,400 3,700 3,800 4,100 

確保方策      6      8     9    10    10    11 

④ 放課後児童クラブ 

小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を保育できない場合に、放課後等に家庭に代わる生活の場を
確保し、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立支援を図ります。 

指標 受入可能児童数 単位 人 

目標値 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（改定後）   9,142 9,277 9,417 11,600 12,100 

確保方策（改定後） 8,223 8,549 8,983 9,417 11,623 12,103 

【１ ２歳児】
指標 定員 単位 人 

目標値 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（改定後）  7,015 7,826 8,637 10,028 10,573 

確
保
方
策

計（改定後） 6,286 6,947 7,792 8,637 10,028 10,573 

内

訳 

認可保育所等 6,882 7,597 8,312 8,565 9,033 

地域型保育    65  195  325 1,463 1,540 

保育利用率（改定後） 28.3% 31.2% 36.3% 42.5% 45.5% 48.9% 

※定員 認可保育所、認定こども園（保育所部分）、ナーサリールーム、家庭保育室、地域型事業所内保育施設
の合計定員 
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① 子ども・青少年の個性が尊重され、健やかに成長するための環境をつくる 

② 子ども・青少年の心身ともに健やかな成長と希望を育む 

厚生労働省が実施する国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は、平成24（2012）年には過去最高の16.3％
を記録し、平成27（2015）年には13.9％と改善したものの、おおよそ７人に１人の子どもが貧困線を下回っている状況に
あります。 
子どもの貧困対策については、社会全体で取り組まなければならない課題となっており、国においても「子どもの貧困対策の
推進に関する法律」が平成26（2014）年１月に施行され、同年８月に「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定さ
れました。 

現在、貧困に陥っている子ども・青少年・家庭に対する支援のため、そして次世代の子ども・青少年・家庭が貧困に陥ること
を防ぐため、短期的・長期的の両方の視点に立ち、幅広い分野での取組を実施します。 

③ 地域社会全体で子ども・青少年を育て、見守り、支える 

背 景 

子どもの貧困対策の基本的な考え方 

子どもの貧困対策について 
※平成30（2018）年3月改定 ２ 子どもの貧困対策の推進（さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン第６章） 

ゆ め 
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子ども・青少年が生まれ育った環境に左右されず、夢と希望を持ち、その個性が尊重され、健やかに育ち、将来、自立し、

社会で輝いて生きられるようになるには、妊娠期、乳幼児期、学齢期、青少年期の各ライフステージでの養育・保育・教育な

ど様々な機会や経験が土台となります。それらは家庭の経済状況等に関わらず、すべての子ども・青少年に保障されるべきも

のです。しかしながら現実は、家庭の経済状況等により一般的な機会や経験が得られず、困難な状況に置かれている子ど

も・青少年がいます。 

そこで、本市の子どもの貧困対策は、現在、そして将来の子ども・青少年・家庭の困難を乗り越える力を育み、社会全体で

支えていくように、すべての子ども・青少年・家庭・地域社会を対象とした「基盤づくり」と、困難を抱えている子ども・青少年・家

庭に気づき、継続的に支援を行い、困難な状況が次世代へ連鎖をしないよう、様々な困難を抱えている子ども・青少年・家

庭を対象とした「施策の柱」をもって推進していきます。 

基本目標 
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すべての子ども・青少年・家庭・地域社会を対象とした「基盤づくり」は、本市の様々な分野の個別計画において事業を
実施し、施策を推進していきます。 
ここでは、本市の各分野別計画から、基本目標・基本施策に合致する事業の一部を例示します。

基本目標Ⅰ 子ども・青少年の人権と個性が尊重される社会の実現を目指す 

（１）人権啓発・教育の推進 

 人権啓発推進事業／人権教育推進事業／ノーマライゼーション普及啓発事業 
（２）児童虐待防止対策の推進 

児童虐待防止啓発事業／子ども虐待予防家庭訪問事業／24時間・365日体制強化事業 
（３）いじめ防止対策の推進 

いじめのないまちづくり推進事業／心のサポート推進事業 

基本目標Ⅱ 次代を担う子ども・青少年の成長と希望を育み、自立を支援する 

（１）乳幼児期の質の高い教育・保育の提供 

保幼小連携推進事業／公開保育研究推進事業／保育者小学校等体験研修事業／ 
幼稚園・保育所等と小学校の連携／総合療育センター事業 

（２）基礎学力・体力の向上 

確かな学力の育成／子どものための体力向上サポートプラン／特別支援教育の推進 
（３）多様な活動と交流の機会の提供 

保育所等地域交流活動の充実／チャレンジスクール推進事業／ 
子どもの居場所づくり（多世代交流会食）／グリーンライフ猿花キャンプ場運営事業 

（４）キャリア教育の推進 

子どもの社会参画推進事業／さいたま市中学生職場体験事業「未来（みら）くるワーク体験」／ 
キャリア教育の推進 

基本目標Ⅲ 子ども・青少年が健やかに成長するための環境づくりを推進する 

（１）家庭教育の推進 

「すくすく のびのび 子どもの生活習慣向上」キャンペーン／親の学習事業／ 
家庭教育、子育てセミナー等の開催 

（２）食育の推進 

食育推進事業／保育施設、子育て支援センター等における食育／学校における食育推進事業 
（３）子ども・青少年の健康に関する支援の充実 

妊婦健康診査事業／妊産婦・新生児訪問指導事業／乳幼児健康診査事業／ 
子育て支援医療費助成事業／妊娠・出産包括支援事業（利用者支援事業・母子保健型） 

（４）子育て情報の提供、相談・支援体制の充実 

子育て支援総合コーディネート事業／出産前教室事業／育児相談事業／さいたま子育てＷＥＢ事業／ 
子育て応援ブック事業／家庭児童相談事業 

基本目標Ⅳ 社会全体で子育て・青少年育成を理解し、支える 

（１）地域における子育て・教育の推進 

子育て支援センター（単独型）事業／子育て支援センター（保育所併設型）事業／ 
スクールサポートネットワークの充実／青少年団体補助事業 

（２）子育てと仕事が両立できる環境の整備 

幼稚園・認定こども園／保育所等／認定こども園の普及／放課後児童クラブ 
（３）男女共同参画の促進 

パパサンデーなど父親の子育て参加の推進／男女共同参画に関わる相談／ 
男女共同参画に関する講座の開催 

施策の展開 

子どもの貧困対策を支える基盤づくり 
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様々な困難を抱えている家庭に支援が確実に届くよう、また、困難な状況が次世代に連鎖しないよう次の事業を実施し、
施策を展開していきます。

基本目標１ 保護者の生活を支える 

（１）保護者に対する生活支援 

児童扶養手当／ひとり親家庭等医療費支給事業／ひとり親家庭等児童就学支度金／就学援助制度／ 
寡婦（夫）控除みなし適用／ 
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度（生活資金・医療介護資金・転宅資金・住宅資金）／ 
勤労者支援資金融資／要保護準要保護児童生徒医療援助事業／準要保護児童生徒給食援助事業／ 
特別支援教育就学奨励費事業／保育所の優先入所／認可保育所等の利用者負担額の軽減／ 
食物アレルギー疾患生活管理指導表助成事業／幼稚園就園奨励事業／一時預かり事業（保育所）／ 
一時保育利用料の軽減／放課後児童クラブの優先入所／公設放課後児童クラブ指導料の軽減／ 
トワイライトステイ事業／病児保育事業／子どもショートステイ事業／ 
ファミリー・サポート・センター運営事業／子育て緊急サポート事業／子育てヘルパー派遣事業／ 
市営住宅における母子世帯等の優先入居／さいたま市入居支援制度／水道料金の減額制度／ 
下水道使用料の減額制度 

（２）保護者に対する自立支援 

生活保護事業／生活困窮者自立支援事業（生活自立・仕事相談センター）／ 
ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業（就労支援）／ 
ひとり親家庭等自立支援プログラム策定事業／ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金／ 
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金／ 
ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業／ 
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度（技能習得資金、事業開始資金、事業継続資金）／ 
勤労者支援事業／雇用対策推進事業（就職支援体制整備事業）／母子生活支援施設事業／ 
母子緊急一時保護事業 

基本目標２ 子ども・青少年の心身の健康と成長を守り、自立を支援する 

（１）子ども・青少年の生活・自立支援 

ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業（就労支援）／若者自立支援ルーム事業／ 
若年者職業的自立支援事業／未成年後見人支援事業／身元保証人確保対策事業／ 
自立援助ホーム入所児童自立援助事業／ひきこもり対策推進事業／教育相談室・適応指導教室／ 
子どもの精神保健相談室 

（２）子ども・青少年の教育支援 

ひとり親家庭等児童就学支度金／ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業／ 
生活困窮者自立支援事業（学習支援事業）／入学準備金・奨学金貸付事業 

基本目標３ 気づきから支援へつなぐ 

（１）困難を抱える子ども・青少年・家庭に気づき、支援へつなぐ 

なんでも子ども・若者相談窓口の実施／インクルーシブ子育て支援の実施／ 
スクールソーシャルワーカー活用事業・スクールカウンセラー等活用事業／ 
ハローエンゼル訪問事業／子育てヘルパー派遣事業／ 
ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業（生活支援）／ 
ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業（養育費相談）／相談者の自立支援／ 
要保護児童対策地域協議会事業／子ども・若者支援ネットワーク事業 

子どもの貧困対策における施策の柱 




