
 

 

第 1回日向市子どもの未来応援会議 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          平成２７年５月２０日 子どもの学習支援事業 学習支援員研修会 
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会  次  第 

 

 

１．開 会 

 

２．委嘱状交付 

 

３．市長あいさつ 

 

４．会議の目的・構成の確認 

 

５．会長及び副会長選出 

 

６．説明～日向市における子どもの貧困をめぐる傾向 

 

７．議 事 

１）「日向市子どもの未来応援プロジェクト」と今年度の取り組みについて 

２）意見交換 

 

８．次回会議の日程 

 第２回会議 ８月   日（   ）  ：  ～ 

 

９．閉 会 

 

 

 

資料）子どもの貧困対策大綱（概要版） 

   すべての子どもの安心と希望実現プロジェクト（概要版） 

宮崎県子どもの貧困対策推進計画（概要版及び冊子） 

足立区「子どもの健康・生活実態調査」報告書（概要版） 

未来へつなぐあだちプロジェクト～足立区子どもの貧困対策実施計画（概要版） 
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日向市子どもの未来応援会議設置要綱 

平成 28年７月 11日 

告示第 117号 

（目的） 

第１条 この告示は、子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25年律第 64号）第２条の規定に定

められる基本理念にのっとり、本市の子どもの貧困対策等を総合的に推進し、子どもたちの発達・成

長段階に応じて支援を切れ目なくつなぐ地域ネットワークを形成するため、日向市子どもの未来応援

会議（以下「会議」という。）を設置することを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議検討を行う。 

(１) 子ども及び保護者を取り巻く生活環境の実態把握及びニーズ調査に関すること。 

(２) 日向市子どもの未来応援推進計画の策定又は変更等の協議に関すること。 

(３) 地域ネットワークの形成及び社会資源の創出等、支援方策に関するシステムの構築及び実践に 

関すること。 

(４) その他子どもの貧困対策等に関すること。 

（組織） 

第３条 会議は、委員 20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 子どもの貧困対策に関する事業に従事する者 

(２) 児童福祉関係団体の推薦を受けた者 

(３) 子どもの貧困対策に関して十分な学識及び経験を有する者 

(４) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市

長が招集する。 

２ 会長は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

 

 

２ 

 



（委員以外の者の出席） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

（守秘義務） 

第８条 会議の構成員及び構成員であったものは、会議の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。 

（委任） 

第 10条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 



 

日向市における子どもの貧困の現状と取り組みについて 

 

現状 

○日向市の生活保護の動向、就学援助及び児童扶養手当の支給動向 

・生活保護の動向（リーマンショック H20 年 9 月）  

21 年度   712世帯 962 人  1.532% 

23 年度   768世帯 1041 人  1.658％  ピーク H23.2 1.711％ 

25 年度   737世帯 977 人  1.571％ 

27 年度   729世帯 926 人  1.504％ 

28 年６月末 735世帯 929 人   1.509％ 

世帯内訳（５月末数値） 

母子 20 世帯 2.7％ 高齢者 52.5％ 障害者 15.2％ 傷病者 13.7％ 他 12.9％ 

＊国（28年 4月分） 1,632,271 世帯 2,150,877 人 保護率 1.69％ 母子世帯 6.1％ 

 県（28年 3月分） 14,360 世帯 18,571 人 保護率 1.9％ 母子世帯 4.5％ 

 

・生活保護受給児童生徒数  

H24  小・中 71 高 38 計 109 人   

H25   小・中 57 高 33 計 90 人 

H26.6 小・中 51人・高 27 人 計 78 人 

H27.9 小 20・中 22＝42人・高 18人 計 61 人 

H28.5 小 21・中 21＝42人・高 14人 計 56 人 

 

・就学援助（ここでは準要保護児童生徒のみ）の動向  

＊就学援助上の要保護児童生徒とは生活保護受給児童生徒 

25.3.31 現在  748 人 

27.2.1 現在  775 人（小 460・中 315） 

28.3.31 現在  791 人（小 468・中 323）  

＊27.5/1 現在 小学生 3,575 人→就学援助受給率 13.09％ 

 27.5/1 現在 中学生 1,760 人→就学援助受給率 18.3％  計 5,335 人 14.8％ 

 国 平成 24 年度 15.6％（過去最高） 

離婚による母子世帯の申請が増えている  毎年 3 月下旬～4月上旬に全校世帯に案内配布 

 

・児童扶養手当の支給動向（ひとり親世帯） 

受給者数 15年度 744 人 22 年度 952人・25 年度 988 人   

27 年 12月末 976人 

28 年 4月末 940人 

日向市 24,890 世帯（５月 1 日） 3.77% 

＊離婚率 H26 年度 市 3.91 H27 年度 3.97 

     国 2014 年数値 1.77 国際連合の統計 ロシア 4.5 アメリカ 2.8 

厚生労働統計の離婚率は、人口 1000あたりの離婚件数で、数式は(年間離婚届出数/10.1現在日本人人口)×1000 

28年 4月 1日現在   人口 61,403 

           27年度      離婚件数 244(26年度241) 

                         離婚率 244/61,403×1000=3.97 

          

○特徴的に見受けられる困窮の実状 

保護者が安定就労に至らない、心身の傷病で就労できず経済的に困窮する中で・・ 

 

・ランドセルが購入できない、修学旅行費の支払いができない等の相談を受けたり、希望し

ていた進路を家庭事情に配慮して子どもが変更してしまったという事例を聞く。 

４ 



 

・一方で、稀に、親がギャンブル依存等から給与や手当を遊興費に消費してしまい、生活費

の不足に至ってしまうケースもみられる。 

・関わる世帯で幼児の発育の遅れ（言葉・おむつ・人見知り）や学童児の学校への不適応（不

登校・非行など）がみられる。背景には、ひとり親の経過の大変さや生活基盤の不安定さが

ある。 

・支援が必要な母子世帯では、母親自身が幼少・子ども期に何らかのストレスを抱えて育っ

てきた（虐待・DV・親の過介入・親の依存症傾向・幼少期の父母離婚など）例が多い。 

・母子世帯で母親が発達障害や知的障害を持っているケースでは、養育力に欠き、多感な 

子どもにとっての親の存在の希薄さもあり、子どもが不登校になって学力が低下して高校 

に進学できなかったり、もしくは自立心の強さから過度に子どもが勉強を頑張り好成績を 

取りながらも、小さな学校生活でのぶつかりから不登校に至ってしまったケースもみられ 

た。 

・地域とのつながりがなく、関係機関・支援者以外に問題や家族の悩みを共有できない世 

帯もみられる。 

 

本市の取り組み 

○福祉課の支援 

 最低生活の保障と自立支援として要保護世帯に対して生活保護を実施するとともに、生活困窮

者自立支援法の２７年度施行に伴い、モデル事業として２６年１２月から「日向市生活相談・支

援センター心から（ここから）」を市社会福祉協議会に委託して開設し、生活保護に至る前での困

窮する市民（支援同意者）への包括的な相談支援・就労支援や、対象世帯（生活保護受給世帯ふ

くむ）の中学生以下の子どもに対する学習支援、引きこもりや発達障害等で自力では就労に至れ

ない若年層の居場所サロンを実施しています。 

■生活保護 

■生活困窮者自立支援事業（日向市社会福祉協議会に委託） 

 自立相談支援・家計相談支援・子どもの学習支援・居場所サロン 

 

○こども課の支援 

 児童相談や支援ケース数の増加を受けて、要保護児童等の早期発見を行い、支援を行うために、

関係機関の連携・協力のもとに情報交換・支援内容の協議を行う要保護児童対策協議会の校区部

会を平成２７年度にモデル校区として日向中・財光寺中の２か所で実施。２８年度からは全域６

校区で実施し、小中学校、幼稚園・保育園、児相、保健所、警察署、福祉課、社協、民生・児童

委員、区長等の構成により児童相談・児童虐待の対応の流れを確認しながら、支援ネットワーク

の形成に取り組んでいます。 

■児童虐待防止対策支援事業 

養育支援訪問・要保護児童対策協議会（２８年度より市内全域６エリアで校区部会を設置）・

家庭児童相談 

■乳幼児家庭訪問等事業 

■こども医療制度助成（１レセプトあたり月 350円 中学３年卒業まで ２８年 1月より拡大） 

■ひとり親家庭医療費助成・寡婦医療費助成 

■母子寡婦福祉連絡協議会における支援 

母子自立支援員による相談支援・母子家庭等日常生活支援事業（ひとり親が修学や疾病で子育

てが困難なときに家庭生活支援員が子どもの世話をする）・母子寡婦福祉貸付金 

■子育て支援 

 地域子育て支援センター（拠点保育所における育児不安等への指導・子育てサークルへの支

援）・ファミリーサポートセンター（育児を助け合う有料ボランティア事業）・子育て短期支援

事業（保護者が疾病・疲労なので養育困難時に児童養護施設で７日以内ショートステイ） 

■保護者の就業支援 

自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金 

 

５ 



 

○教育委員会の支援 

 経済的理由により就学が困難であると認められる 学齢児童生徒の保護者に対し就学援助を実

施するとともに、不登校傾向にある児童生徒の教育相談や適応指導を行うひまわりラウンジにお

ける指導・支援に取り組んでいます。また「日向市の大人はみな子どもたちの先生」運動により、

将来どう生きるかを子どもたちに考えてもらい、学力向上や地元就職（定着ふくめ）につなげる

ために、地域の大人みんなで自立した社会人や職業人を育てるためのキャリア教育を多くの企

業・市民の協力を得て推進しています。 

■就学援助 

■適応指導教室ひまわりラウンジ（不登校傾向にある児童生徒が登校できるようになることを目

指す教室で児童生徒と保護者に対する教育相談、適応指導、学習指導を実施） 

■キャリア教育の推進（キャリア教育支援センターにおける推進・企業による出前講座・自立し

た社会人や職業人を育てるための話し手による教育「よのなか教室」） 

■日向市育英奨学金 

■教育資金ローン（200 万円上限・10 年償還） 

 

本市における主な社会資源 

①市内の「排除しないまちづくり 結い」「ひゅうがこども研究所 絆」、延岡市「のびのびフリ

ースペース」による民間での親子の悩み相談・子ども居場所支援。 

②地域福祉サポーター連絡会「がむしゃら応援団」（サポーター養成講座を修了した多業種４２人

により構成）による地域福祉活動「ふくし食堂」「じんせい寺子屋」。 

③「順正ジョイフル・フード・キッズクラブ」（学校法人順正学園の食料品発送事業）～福祉課・ 

市生活相談支援センター心から等の生活相談において、中学以下の子どものいる困窮世帯から 

申込みを受け、寄付で集めた食材を学園が無償で発送。 

 

参考）国・県の動き 

○「子どもの貧困対策推進法」の施行 

・「子どもの貧困対策推進法」 H25.6.19 成立 H26.1.17 施行 

「子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子ど

もが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対

策を総合的に推進することを目的とする。」 

⇒政府における総合的な大綱の作成、都道府県における子どもの貧困対策の計画 

・「子どもの貧困対策大綱」 H26.8.29 閣議決定 

学校をプラットフォームに位置づけ、福祉機関と連携した総合的な支援体制の構築をうたってい

る。 

⇒生活保護世帯の子どもの大学・専門学校進学率の向上、養護学校高等部生徒の就職率の向上、

スクールソーシャルワーカーの配置による福祉機関や児童相談所との連携強化、無利子奨学金制

度の創設、児童養護施設入所者の就職・住居確保に向けた身元保証人の確保、生活困窮世帯の子

どもの学習支援、ひとり親の就労支援、生活保護におけるひとり親の学び直し(高校就学)の就学

費用支給、生活保護の高校生の就労収入からの進学費用経費の控除 

＊現在、内閣の「子どもの貧困対策会議」が継続開催され、大綱のプロジェクト化が進行。 

○子どもの貧困対策大綱を受けての県の動き 

① ２７年７月に関係団体・学識経験者・関係行政機関からなる県子どもの貧困対策協議会が設

立。県庁内の関連施策と市町村単独事業の把握、福祉事務所・養護施設・民間支援団体の対

策課題アンケートの集約をふまえて、「宮崎県子どもの貧困対策推進計画」を今年３月に策定。 

② その他の新規事業 

啓発事業（ＨＰ・新聞広告） 

各福祉事務所単位での子どもの貧困対策会議設置の働きかけ 

中高校生の進学及び就職にあたっての支援制度概要集「桜さく成長応援ガイド」の配布 

生活保護世帯の子どもの大学受験料及び交通費支給 

６ 



 

議事１ 「日向市子どもの未来応援プロジェクト」と今年度の取り組みについて 

 

１） 「日向市子どもの未来応援プロジェクト」 

財源 内閣府 地域子供の未来応援交付金 子供の未来応援地域ネットワーク支援事業 

（別紙資料） 

 

■概要 

 子どもの貧困に事後的に対応するだけでなく、貧困を生み出さないような包摂都市の実

現に向けた民・官・産・学の連携を推進するため、子どもの貧困の実態把握、支援体制及

び貧困対策についての推進計画の策定、地域における支援ネットワークの形成、新たな社

会資源の創出を、２８年度から３１年度にわたって実施する。 

 

 

■このプロジェクトの目的 

○本市においては、子どもをめぐる貧困の現れようとして、就学援助が年々増加し、児童

扶養手当の受給世帯数も 1,000件近くで推移している。また離婚率が非常に高まっている。

一方で、生活保護受給世帯における母子世帯や１８歳以下の子どもの割合が全国の傾向と

比較して少なく、背景には、日向・入郷の玄関口として小売業・サービス業の第三次産業

や製造業が多いなど、女性が就労しやすい条件があることが要因と考えられるが、ひとり

親家庭における親子の生活の実情がどのようになっているのか、把握していく必要がある。 

 また本市が個別に支援を行っている世帯においては、保護者が安定就労に至らない、も 

しくは心身の傷病で就労できず経済的に困窮する中で、幼児の発育の遅れや学童児の学校 

生活への不適応が見受けられている。また地域の中で孤立している様子も見受けられる。 

その背景としては、親自身が幼少・子ども期の発育において家庭環境などの経過のもとで 

何らかのストレス・生きづらさを抱えて育ち、それが子育ての苦労や職場・地域における 

人間関係の構築の困難さに至っている例が多い。また若年層・中年層の引きこもりも相談・ 

支援の場で遭遇する場面も非常に増えてきている。 

貧困の連鎖は現実として起こっており、拡大する可能性も充分にある。 

○個別の世帯の状態も含めて、本市における貧困をめぐる状況をみると、子どもの貧困と 

は、単に家庭の経済的な困窮だけでなく、子どもと親の心身の置かれようも含めてとらえ 

る必要があると考える。格差の拡大や、社会の無縁化もあわせると、子どもの貧困対策は 

単なる公的給付にとどまらず、子どもの成長のプロセスや地域の育成環境への投資的なア 

プローチ（施策の拡充、学習支援や地域での居場所、社会資源の創出、支援の連携など、 

子どもに成長の保障や支える関係性をもたらす環境づくり）であらなければならない。 

これらをふまえ、本市としては、 

「子どもの貧困」を、 

子ども（１８才以下）の成長に影響する、 

①経済的な財の欠如（生活の困窮）  

②親子の生活・心身の成り立ちに寄与する環境と選択肢の欠如（社会的排除） 

と位置づける。 
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○本プロジェクトでは、子どもの貧困の解消～子ども自身の well-being（善い生・幸福）

を追求するための必要な最低限度の自由・基盤の保障～へ向けて、子どもをめぐる生活実

態と親子や支援者のニーズを把握したうえで、 

①重点的な施策・事業メニューの方針化 

②行政・関係機関・ＮＰＯなど支援団体・事業所・地域による支援ネットワークの形成 

③市民総ぐるみでの包摂（支援ロードマップの配布・活用や市独自事業の立ち上げ） 

を事業期間中に取り組み、貧困を生み出さないまちづくり～包摂都市の実現を目指す。 

 

 

■具体的な内容 

ステップ１．実態調査と支援体制の整備計画策定 

【２８年度】 子どもの貧困の実態把握及び「日向市子どもの未来応援事業推進計画」の

策定 

 関係機関・支援の実務者・保護者・研究者等により構成する「日向市子どもの未来応援

会議」（以下「応援会議」）において、市が実施する子どもの貧困の実態把握及びニーズ調

査について助言しながら、調査結果をふまえて（市は支援の対象やニーズを定量的に把握

して）、今後の支援体制と貧困対策を議論し、年度末までに「日向市子どもの未来応援事業

推進計画」を策定。 

 

ステップ２．地域におけるつなぎの展開をとおした体制の整備 

【２９年度】 「日向市子どもの未来応援会議」を核とした支援ネットワークの形成 

 応援会議を支援連携機関（子どもの貧困対策において３つのつなぎ～子どもの成長に応

じた切れ目ない支援をつなぐ・教育と福祉をつなぐ・行政と企業とＮＰＯと自治会をつな

ぐ～を取り組むコーディネート機関）に移行し、会議に各委員が個別事例を持ち寄り、「日

向市子どもの未来応援事業推進計画」をふまえた支援の連携や、役割の分担、不足する社

会資源などを議論し、実践研究を行う。この取り組みを支援の実践に活かしながら、支援

ネットワークを形成してゆく。会議では、あわせて新たな社会資源（市独自事業）の創出

についても協議する。  

また、啓発及び地域形成の機会として市民を対象とした市民講座を開催し、現状と取り

組みを紹介し、支援ロードマップの活用と官民の支援への協力について提起する。 

 

ステップ３．独自のモデル事業を立ち上げ 

【３０年度以降】 新たな社会資源として独自事業の実施 

 ２８～２９年度をとおして得られた子どもの貧困実態及びニーズと、応援会議を中心と

した支援の連携をふまえ、地域の資源（行政・福祉法人・ＮＰＯ・企業）を活かし、市の

特性と地域の力（ヒト・モノ・カネ）を集約した市独自事業（拠点支援もしくは家庭・地

域をつなぐ仕組み）を立ち上げる。 
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２）「日向市子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業」  

２８年度事業費 ３，０００千円 （国庫補助 ３/４） 

 

① 「日向市子どもの未来応援会議」の設立 

 「日向市子どもの未来応援事業推進計画」策定の協議委員会を兼ねた、関係機関・支援

の実務者・保護者・研究者により構成する会議を設立。市が実施する実態把握及びニーズ

調査への助言を行い、調査結果をふまえて、今後の支援体制と貧困対策を議論し、年度末ま

でに「日向市子どもの未来応援事業推進計画」を策定。２９年度からは、支援連携機関に

移行する。 

◇構成  ○関係機関・支援団体の実務者 

こども課・学校教育課、学校長・スクールソーシャルワーカー・延岡児童相 

談所・ハローワーク日向・市社会福祉協議会・市保育協議会・障がい者相談 

事業所・児童委員・医療機関メディカルソーシャルワーカー、市内民間支援 

団体 

○保護者 市ＰＴＡ協議会 

○研究者 ３大学より准教授・助教授 

◇内容  ①子どもの貧困を取り巻く課題について研究者から提起を受けて、共有。本市

における指標数値を報告しながら、構成委員が知りえている実態を相互交流

により共有して現状認識を確認。 

②市が実施する子どもの貧困の実態把握及びニーズ調査の方法について助言。 

③調査結果をふまえて、今後の支援体制と貧困対策を議論し、「日向市子どもの 

 未来応援事業推進計画」案を決定。 

 

② 子どもの貧困の実態及びニーズ調査の実施 

以下の取り組みにより、子どもの貧困をめぐる実態と背景、個別における困窮の現れ方、親

子や支援者のニーズ等を把握する。 

○特定学年の保護者に対する雇用・生活・親子の健康・ニーズについて調査 

基本的には小学・中学から２学年の保護者（調査票想定 1,200 部）に対し、９月から１０ 

月にかけて学校経由による調査票回収形式で調査を実施。 

調査項目のイメージとしては、以下のとおり。具体的には第２回会議で提案し、ご協議い 

ただきたい。 

 

家族構成、親の雇用形態、世帯の年収、手当・制度の受給有無、朝食・夕食の様子、子ど

もの健康状態、子どもの普段の様子・言動、子どもの遊び・部活・習い事、得意教科と不

得意教科、進学希望（中学）、子どもに関する経費や用具で我慢している物、不足している

生活必需品や家計支出、進学進級で工面に苦労した品目（どのように揃えたか）、親子の睡

眠時間、親子の生活習慣、親の地域や知人とのつながり、親子のニーズ（健康管理や生活

の過ごし方の助言・学習支援・公的扶助の拡充・親子の居場所や地域・支援者とのつなが

り等） 
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Ex．足立区の「子どもの健康・生活実態調査」（平成２７年７月及び１１月に実施） 

 対象 区立小に在籍する小学１年生世帯 回答 4,291 世帯 

以下、調査項目 

家族構成・子どもの起床時間・子どもは朝食を食べるか（朝食の主な内容）・夕食の摂 

りかた（家族と共に？・自宅の手料理？・夕食の内容）・登校状況・健康状態（過去もふ 

くめ）・接種ワクチン・歯磨きの様子・虫歯の様子・運動や習い事・子どもだけの留守番・ 

ＴＶやＤＶＤ、ゲーム、タブレットの使用時間（平日）・読んだ本の数（月）・子どもの

日常的な様子（将来についての考えや宅習習慣、あいさつ習慣や悪口を言われたときの

対処、わからないことへの対処など）・親の年齢・親のタバコ及び飲酒習慣・親の運動習

慣・親の健康状態（過去もふくめ）・親の学歴・世帯全体の収入状況・手当や援助の受給

有無・経済的理由からそろっていない子どもの道具又は生活必需品・経済的理由から未

払いになっている債務・雇用形態（無職ふくめ）・勤務時間帯・子どもとの過ごし方・ 

しつけやしかり方・現住地に住んでいる年数・家族としての幸福感・地域の人々への印

象・調査質問に対する印象・相談できる人はいるか・この半年の子どもの行動（短気や

不安げ、多動、のびのびしている、友達に優しい、集中力がある等） 

 

○教職員に対するアンケート調査 

 小・中学校の教職員を対象に、１０月以降に、子どもの様子からうかがえる特徴的な困窮

の現れよう、生活困窮が及ぼす子どもの学力・言動や過ごし方への影響等について、アンケ

ートにより調査を実施したい。 

○支援者・団体へのニーズ聴き取り 

 本会議委員を中心に、会議の進行を経ながら貧困対策及び活動促進に向けたニーズの聴き

取りを行いたい。 

＊なお、２９年度においては、ケース事例の検討（ひきこもりや無業への青年期移行も含め）

を行い、本市関係課や関係機関の支援ケースからみられる傾向（困窮の原因と経過や、親子

の生活力・自己有用感への影響、生活歴の推移の特徴）について集約したい。 

 

③ 「日向市子どもの来応援事業推進計画」の策定 

支援体制の整備と貧困対策の推進に向けて、国の大綱や県推進計画もふまえながら、
「日向市子どもの未来応援事業推進計画」（計画期間～子どもの貧困対策大綱及び県計
画にあわせて平成２９～３１年度）を策定。 

  【イメージ】 

１．数値でみる本市における現状と子どもの貧困の実態及びニーズ調査の結果 

  ２．集約された課題（貧困の定義ふくめ）と本市の強み 

  ３．施策の柱と指標（子どもの成長や家庭の場面に応じた分野別の施策と指標） 

  ４．行政・民間・地域の取り組み 

①行政の取り組み（庁内外の連携体制の強化） 

②民間・地域の取り組み（民間支援の紹介・期待される資源・市民にできるボランティア） 

③総ぐるみ～要支援世帯につながる・つなぐことの具体化（早期発見と伴走型支援の仕組

み化～支援ロードマップイメージ版の掲載） 
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■今年度のスケジュール 

 

７月 

第１回会議：委員委嘱・プロジェクトの確認・意見交換 

 

８月 

第２回会議：貧困対策についての勉強会・世帯及び教職員向け調査票の協議 

 

９月 

世帯向け実態把握及びニーズ調査（アンケート）の実施（～１０月まで） 

 

１０月 

教職員向けアンケートの実施（～１０月まで） 

第３回会議：計画第１案について討議、各委員からのニーズ聴き取り 

 

１１月 

世帯及び教職員向け調査の集約・分析 

第４回会議：アンケート結果の分析・計画に反映すべき課題及び施策の柱（支援メニュー）の

協議、各委員からのニーズ聴き取り 

 

１２月 

第５回会議：計画第２案について討議 

第６回会議：計画第３案について討議 

計画案策定 

 

１月 

パブリックコメント 

計画案の市民説明会（公開パブリックコメント）の開催（検討） 

 

２月 

第７回会議～パブコメの内容に応じて開催 

 

３月 

計画策定 

市長及び市議会への報告 

県への報告 
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議事２ 意見交換（自己紹介も兼ねて） 
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