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あいさつ 

 
わが国の子どもの貧困率は、平成２５年に１６．３％で過去

最高になり、１８歳未満の子どもの６人に１人、３００万人余

りが貧困状態にあるとされています。とりわけ母子家庭などの

「ひとり親世帯」の子どもの貧困率は５４．６％、２人に１人

を超えており、社会的な困難を抱える世帯の子どもに貧困が重くのしかかっている現実

が明らかになっています。 

人間形成の重要な時期である子ども時代を貧困のうちに過ごすことは、学習への意欲

や将来の夢、希望を持つことに影響を及ぼし、子どもの心に諦めを植え付けます。次代

を担う子どもたちの将来が、その生まれ育った環境によって左右されることがあっては

なりません。また、貧困が世代を超えて連鎖しかねないということは見過ごすことので

きない問題です。 

小川町では、こうした厳しい環境にある子どもたちへの支援を喫緊の課題と捉え、本

町における現状を検証・分析することを通じて、早急に解決すべき課題を洗い出すとと

もに、課題の解決に向けて必要となる支援策を取りまとめ、皆様に総合的なプランとし

てお示しすることといたしました。 

この計画策定によって、各機関・団体がそれぞれ連携を図り、地域社会全体で子ども

の成長を支えるまちづくりに取り組んでまいりますので、町民皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に当り、多くの貴重なご意見、ご提言をいただきました関係各

機関・団体の皆様をはじめ、「小川町子ども・子育て会議」委員の皆様に心からお礼を申

し上げます。 

 
平成 29 年３月 

小川町長 松 本 恒 夫 
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１ 計画策定の趣旨 

 
厚生労働省が実施した平成 25 年度の国民生活基礎調査によると、国の「子

どもの貧困率」は 16.3％であり、およそ６人に１人の子どもが貧困の状態に

あるとされています。また、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率

は 90.8％と、子ども全体の進学率が 98.6％であるのに比べると低い水準とな

っていることが明らかとなっています（厚生労働省社会・援護局保護課調べ〔平

成 25 年４月〕）。 

子どもが貧困であるということは、つまり子どもが所属する世帯が貧困であ

ると考えられ、貧困のために教育を十分受ける機会等に恵まれないことや、栄

養や住環境の不十分さ等、多様な原因が絡み合うことで、その貧困の状況にあ

った子どもが成長後も再び貧困層となってしまう、いわゆる、貧困の連鎖に巻

き込まれやすい状況にあります。 

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たり、貧困世帯に

育ったとしても、それが世代を超えて連鎖するといったことのないよう、子ど

もの貧困への対策を総合的に進めることは大変重要なことです。 

こうしたことを踏まえて、国では平成 26 年に「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。以下、「子どもの貧困対策法」という。）

を施行し、同年「子供の貧困対策に関する大綱」（以下、「大綱」という。）を閣

議決定しました。 

この法律に基づき、埼玉県では子どもの貧困対策についての計画が「埼玉県

子育て応援行動計画」の一部に位置づけられる形で策定されています。 

町においては、地域の実情に応じた具体的な施策を講じるにあたり、住民に

とって身近な立場であることから、県と連携しつつ、積極的な役割を果たすこ

とが期待されています。このため、子どもの発達・成長段階に応じて切れ目な

く「つなぎ」、教育と福祉を「つなぎ」、関係行政機関、地域の企業、ＮＰＯ、

自治会などを「つなぐ」地域ネットワークを形成しなければなりません。 

本計画は、これらを実現するため、地域の実態を調査・分析し、支援ニーズ

に応える資源量把握及び支援体制を整備することや、貧困に直面する子どもや

子育て家庭を支援に結び付けるコーディネーターの位置づけを含む具体的な体

制整備を行うため策定するものです。 
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２  計画の位置づけ 

 
国は「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」において、「子育

てが困難な状況にある家族・子供等への配慮・対策等の強化」として、経済的に

厳しい状況に置かれたひとり親家庭等の子どもに対する学習支援や居場所づくり

などの支援を取りまとめた「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」

の実効性を高めるため、地方自治体を通じた支援を行うこととしています。 

この「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」は「児童虐待防止対

策強化プロジェクト」と合わせて、国の「子どもの貧困対策会議」が決定した「す

べての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」として進められるものです。 

本計画は、「子どもの貧困対策法」や「大綱」、そして「ひとり親家庭・多子

世帯等自立応援プロジェクト」における「地域子供の未来応援交付金」と、こ

のプロジェクトの実効性を高めるための「子供の未来応援地域ネットワーク形

成支援事業」に基づき、地域の実情を踏まえ、町の体制整備を段階的に進めて

いくため、町としての基本目標や、施策展開の考え方、今後５か年で取り組む

施策について示していくものです。 

これまで、本町においては、次代の社会を担う子どもたちの子育てを社会全

体で応援することを目標とし、住民・地域・事業者など地域の連携・協働によ

り、安心して子どもを産み、子育てできるまちづくりを進めてきました。 

そのため、このまちづくりのあり方を主導的に進めている「小川町子ども・

子育て支援事業計画」を本計画の実質的な上位計画と位置づけ、理念等を共有

しつつ、特に経済的な支援の側面から、安心して子どもを産み、子育てできる

まちづくりを進めるための計画とします。 

 

◇ 計画の位置づけのイメージ 

 

 

 

 

 

 
 

  

国 

 

小川町 

第５次 

総合振興計画 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 

 

埼玉県 

子育て応援行動計画 

子供の貧困対策に関する大綱 

(子どもの貧困対策法第８条第１項) 

「一億総活躍社会の実現に向けて 

緊急に実施すべき対策」 
 ひとり親家庭・多子世帯等 

自立応援プロジェクト 

○地域子供の未来応援交付金 

○子供の未来応援地域 

ネットワーク形成支援事業 

 

小川町子どもの貧困対策推進計画 

小川町子ども・子育て支援事業計画 
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３ 「子どもの貧困」についての考え方 

 
「子どもの貧困対策法」や「大綱」において、「子どもの貧困」がどのような

状態を指すかについて、明確に定義はされていません。 

代表的な指標として使われているものには「相対的貧困率」という考え方が

あります。この「世帯人員」を「世帯の子どもの数」として見たものが「子ど

もの貧困率」となります。 

本町の「相対的貧困率」については、厚生労働省で実施される「国民生活基

礎調査」のような大規模な調査が行えない等のことから、この方法から実態を

詳細に把握することは難しいと考えます。 

しかし、本町に住む方の経済的状況を大まかに把握するものとして、例えば

町内で生活保護を受けている方の割合を示す保護率があげられ、その率は 1.1

3％（平成 26 年度）となっています。また、地域の実態を把握するため実施

したアンケート調査（８ページ参照）においては、子どものいる世帯で年収 3

00 万円未満と回答された方が全体の 18.5％といった状況であることが分か

りました。 

さらに、このアンケートや本計画策定にあたり実施した庁内及び関係団体ヒ

アリング等から、本町においても、経済的困窮状態により子どもの成長や学習

に必要な物が不足したり、社会的・文化的な経験の機会が十分でなかったり、

また、社会的に孤立して必要な支援が得られず、それに伴い困難な状況が深刻

化する等、将来を担う子どもが、健やかに育ち、自立していく環境が十分では

ない状況に置かれることもあることが見えてきました。 

これらのことから、本町は他市町村に比べ、特別貧困であるという状況にあ

る方が多いということはないものの、貧困状態となる可能性があり、支援が必

要となる世帯はある程度は見られるものと考えます。 

そして、家庭や本人の努力だけでは改善することが難しくなりやすいため、

町行政をはじめ、様々な機関、地域の方々、企業など、社会全体として対策を

図るべき課題です。 

本町では、「子どもの貧困」について、子どもが成長するにあたり、教育や生

活、一緒に暮らす保護者等の就労、経済的な面について必要かつ十分な支援が

届いていない状態と定義し、この対策について町全体で取り組みます。 
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【参考】 

◇相対的貧困率の年次推移と子どもがいる現役世帯の世帯員の相対的貧困率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇相対的貧困率の算出方法について 

 

（問１）相対的貧困率の算出方法を教えてください。 

（答１）国民生活基礎調査における相対的貧困率は、一定基準（貧困線）を下回る等価

可処分所得しか得ていない者の割合をいいます。 

貧困線とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等

を除いたいわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中

央値の半分の額をいいます。 

これらの算出方法は、OECD（経済協力開発機構）の作成基準に基づきます。 

（「国民生活基礎調査（貧困率） よくあるご質問」より） 
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４ 計画の対象 

 
障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必

要性が高い子どもやその家族を含め、すべての子どもや子育て家庭を対象とし

ます。 

 

５ 計画の期間 

 
計画の期間は平成 29 年度から平成 33 年度とします。「小川町子ども・子育

て支援事業計画」の見直しに合わせて、本計画も同計画の一部として改定する

ことを予定します。 

 
計画 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

子ども・ 

子育て支援

事業計画 

     

子どもの 

貧困対策 

推進計画 

     

 
 

６ 計画策定に向けた取り組み 

 
（１）計画の検討について 

本計画の策定にあたっては、実質的な上位計画である「子ども・子育て支援

事業計画」の毎年度の計画実施状況の把握と検討を行う「小川町子ども・子育

て会議」において、アンケート調査の結果報告や素案についての検討を行いま

した。 

また、庁内ワーキングチームである「小川町子どもの貧困対策推進計画策定

庁内検討委員会」を実施し、庁内の連携を図りました。 

 
 
  

平成 33 年度を目標年度とし整備を進めますが、 

「子ども・子育て支援事業計画」を見直す際に同計画の一部とします。 

計画年度： 

平成 27 年度～平成 31 年度 
見直し 

新計画 
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（２）アンケート調査の実施 

小川町における貧困の状態にある子どもや家庭の実態と支援ニーズの把握・

分析を行うため、アンケート調査を行いました。 

 

◇調査の対象と回収結果 

調査名 調査時期 調査方法 対象者 
回収数 

（回収率） 

①小学１年生 

調査 

平成 28 年 

７月 

学校を通じた 

配布・回収 

町内の小学１年生児童 

194 人 

157 

（80.9％） 

②小学５年生～ 

中学２年生 

調査 

町内の小学５年生から 

中学２年生までの児童生徒 

837 人 

791 

（94.5％） 

③児童生徒 

保護者調査 

①、②の保護者 

1,031 人 

915 

（88.7％） 

 
（３）各種ヒアリング調査の実施 

本計画の策定にあたり、まず、関係する庁内の主な課に対し、計画策定の趣

旨を理解し、それぞれの認識を共有する目的で子育て支援課が中心となってヒ

アリングを実施しました。 

また、庁内のヒアリングにおいて、地域の力が欠かせないことが明らかとな

ったことから、町内で活動する様々な組織や団体の方にヒアリングを実施しま

した。 

 
① 庁内ヒアリング 

ヒアリング実施日 ：平成 28 年 10 月 29 日 

ヒアリング（課） ：庁内５課 

ヒアリングの方法 ：座談会または書面（アンケート） 

 

② 関係団体等ヒアリング 

ヒアリング実施日 ：平成 28 年 11 月 17 日、29 日 

参加団体：町内にある、もしくは町内で活動を行う８組織 

ヒアリングの方法 ：個別のインタビュー形式 
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第 ２ 章    

町における「子どもの貧困」の現状 
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１ 町における「子どもの貧困」の現状 

 
（１）生活保護世帯数 

生活保護は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護

を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する

ことを目的とした制度です。要件を満たした方に対し、厚生労働大臣が定める

基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない

場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。 

 

◇生活保護の受給世帯数の状況 

   平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

小川町 
保護世帯数 219 237 251 255 257 

保護率（％） 0.93 1.03 1.10 1.13 1.13 

埼玉県 保護率（％） 1.09 1.20 1.28 1.31 1.33 

全国 保護率（％） 1.52 1.62 1.67 1.70 1.70 

 
本町の生活保護世帯数は増加の傾向が見られ、平成 23 年度からは保護率が

１％を上回る状況となっています。 

 
（２）就学援助 

就学については学校教育法第 19 条において，「経済的理由によって，就学困

難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては，市町村は，必要な援助を与

えなければならない。」とされており、以下の要件を満たす者に対し、必要な支

援を行っています。 

 

【就学援助の対象者】 

a.要保護者 ：生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 

b.準要保護者：市町村教育委員会が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる

程度に困窮していると認める者（認定基準は各市町村が規定） 

◇就学援助の状況 

【要保護者の受給者数】 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

小学校 13 17 13 10 9 

中学校 9 8 10 12 14 

合計 22 25 23 22 23 
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【準要保護者の受給者数】 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

小学校 156 155 155 162 159 

中学校 77 80 86 94 95 

合計 233 235 241 256 254 

 
 
（３）特別支援教育就学奨励費 

特別支援教育就学奨励費とは特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級

等に就学する児童、生徒の保護者等に対し、経済的負担を軽減するため、世帯

の収入等に応じ、就学に必要な経費を補助するものです。 

 

◇特別支援教育就学奨励費の受給者数の状況 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

小学校 10 9 11 10 11 

中学校 5 3 2 3 4 

合計 15 12 13 13 15 

 
 
（４）私立幼稚園就園奨励費 

私立幼稚園就園奨励費とは、保護者等の経済的負担を軽減し、幼稚園への就

園機会の確保を図るため、所得の状況に応じて保育料等の一部を補助するもの

です。 

 
◇私立幼稚園就園奨励費の受給者数の状況 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

私立幼稚園 

就園奨励費 
   205 163 163 179 180 

                     ＊平成 23 年度は町単独の補助金あり 
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（５）児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費 

児童扶養手当は、母子家庭の母、父子家庭の父、父または母が重度の心身障

害の状態にある家庭で、18 歳未満の子ども（障害のある子どもの場合は 20

歳未満）を育てている方に支給される手当です。 

また、ひとり親家庭等医療費は、母子家庭・父子家庭の方、父または母が重

度の心身障害の状態にある家庭で 18 歳未満の子ども（障害のある子どもの場

合は 20 歳未満）を育てている方と子どもが医療にかかった場合に、医療費の

一部が支給される制度です。 

 

◇児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費の受給世帯数の状況 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

児童扶養手当 188 186 187 197 207 

ひとり親家庭等 

医療費 
194 207 209 201 201 
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１ 基本理念 

 
子どもの貧困は、子どもと子育てを支援する一環として考えられるべきものであ

るため、本計画は第１章にも記載した通り、本町の「子ども・子育て支援事業計画」

を見直す際に同計画の一部とすることを予定しています。 

そのため、基本理念については、「小川町子ども・子育て支援事業計画」と同一

のものを掲げます。 

 
基本理念 

 
 安心して子どもを産み健やかに育てることができるまち 

 
 

２ 基本的な視点 

 
「小川町子ども・子育て支援事業計画」においては基本理念を実現するため、６つ

の視点を重視した取り組みの展開が記されています。このうち、子どもや子育て世

帯の貧困への対応については、「④すべての子どもと家庭を支援するという視点」

が含まれているため、本計画においてもこれを基本的な視点とします。 

 
基本的な視点：『すべての子どもと家庭を支援するという視点』 

子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化などの問題を踏まえた、

広くすべての子どもと家庭への支援という観点からの施策を推進します。また、

社会的養護を必要とする子どもの増加や虐待等の子どもの抱える背景の多様化

等の状況に十分対応できるよう支援体制について、質・量ともに整備を進めます。 

 
 

３ 基本目標 

 
本計画の基本理念を実現するため基本目標を設定します。 

 
基本目標：『子どもが自立に至るまでの切れ目のない十分な支援』 

子どもや子どものいる世帯が、貧困を連鎖させることなく、自分たちの可能

性を信じて前向きに挑戦し、未来を切り拓いていく社会にするための支援につ

いて、計画的な整備を行います。  
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４ 施策の体系図 

 

◇体系図 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

◎基本理念 安心して子どもを産み健やかに育てることができるまち 

基本的な視点 『すべての子どもと家庭を支援するという視点』 

 

 
基本目標：『子どもが自立に至るまでの切れ目のない十分な支援』 

 

 
施策１ 

子どもの貧困の 

状況の把握 

 

・全員を対象にした把握 

・相談時に状況を把握 

・事業利用時に状況を把握 

・地域での把握 

 

施策２ 

情報の共有をめざし 

各機関を「つなぐ」 

 
・要保護児童対策地域協議会  

・ＤＶ対策との連携 

・学校の位置づけの検討 

・情報の「見える化」 

施策３ 

子どもや貧困の世帯を 

支援する 

 
・教育の支援 

…【重点】学習教室支援 

の拡充 

・生活の支援 

…【重点】「子ども食堂」 

の支援         

・就労の支援 

・経済的支援 

…【重点】高校卒業までの 

切れ目のない経済的支援 

の促進 

・地域による支援 

 
＜情報の一元化＞ 

対象世帯の情報を子育て支援課に集積することで 

各機関に「つなぐ」情報管理を一元化 

＜コーディネーターの設置＞ 

コーディネーターとは？ 

…世帯と支援策をつなぐ「伴走役」（手間と考えられがちな手続き面を手厚く支援） 

・主な担当者は状況を把握した者とし、サービス開始後まで長くお付き合いのできる体制

をめざします。 
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５ 重点的な取り組み 

 
貧困の状況やそれに対応する事業等について、本町ではすべてに十分な対応

ができているとは言えないものの、すでに様々な組織や事業、サービスが展開

されています。一方で、子どもの貧困の対策として、という視点からはそれら

が十分に機能しているとは言い難い状況です。そのため、以下の３点を重点的

な取り組みに掲げ、計画目標年度に向けて、着実な実行をめざします。 

 
（１）学習教室支援の拡充 

貧困の連鎖を断ち切るため、教育の機会を得ることで、安定した職につなが

る可能性が高くなることが明らかとなっています。一方、教育は世帯の経済的

状況に大きく左右されやすいものでもあります。 

これまで町においては、彩の国子ども・若者支援ネットワークが主体となっ

て中学生を対象とした「中学生学習教室」を行ってきました。しかし、近年で

は、高校進学後の中退等により、やはり貧困から脱しきれない状況等があるこ

とが分かっています。そのため、学習教室の支援について対象者や事業内容の

拡充を行います。 

 
（２）「子ども食堂」の支援 

保護者の就労のあり方等により、孤食やそれに伴う不十分な食生活、生活習

慣等を身につける機会の減少等をこうむる子どもが見られます。このような状

況にあっても、子どもが様々な人たちの多様な価値観に触れながら団らんを感

じられ、また、「自分の居場所」と感じられるようになる場所が必要です。 

町ではいわゆる「子ども食堂」と呼ばれる活動への支援を行ってきましたが、

今後は様々な組織において、このような場が提供されるよう、支援を行います。 
 
（３）高校卒業までの切れ目ない経済的支援の促進 

町では町単独で行っている支援に限らず、県等で行っている支援等について

の案内も行っており、これらを合わせれば、高校卒業に至るまで様々な経済的

支援が行えます。一方で、そうした支援を知らないことにより、進学など実現

できたはずのことができない状況が生まれていることも考えられます。そのた

め、これらの支援について十分な周知と案内のできる体制を整え、本当に支援

を必要とする方に一人でも多く届くよう努めます。 



第３章 計画の基本的な考え方 

 

20 

６ コーディネーターの設置について 

 
貧困の問題は、その情報が本人の周辺に知られることが良い結果をもたらさ

ないことが多くあり、様々なサービスが準備されても、支援されるべき人や世

帯が声をあげにくい状況があります。 

この状況を解消するため、相談しても支援されるべき人や世帯の秘密が十分

に守られ、適切な支援が受けられるに至るまで継続して、いわば“伴走”する

役割を担うコーディネーターを設置します。 

「コーディネーター」は、具体的な役職を指すものではなく、子どもや子ど

ものいる世帯の方の了承を得て、対象となる世帯の方がサービスを利用開始す

るまでの相談と利用手続きの補助を担う者であり、その世帯の状況を把握した

者、または把握した者から紹介を受けた者のことと定義します。 

このコーディネーターには、対象となる世帯の状況の把握を行った者があた

ることが、迅速な対応が可能で、かつ、関係性も作りやすいことから、望まし

いと考えます。 

対象となる世帯の状況や、人間関係等から、よりよく“伴走”できる役割を

果たすことができると考えられる者がいる場合には、対象となる方の了承を得

ながら、適切な者を選定することも可能とします。 
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１ 子どもの貧困の状況の把握 

 
子どもの貧困への対応をするためには、まず、子どもや子どものいる世帯が

貧困にある状況を把握する必要があります。そうした世帯が貧困にあることは、

支援を望む方にとって重大な課題である一方で、他人には知られたくないこと

として、かたくなになりやすい面もあります。ただ、支援を望む方には貧困か

ら脱するため、きめ細やかで具体的な支援が行われなければなりません。 

この点について、町で実施したアンケート調査によると、世帯の年収が 300

万円未満と回答された方は、相談相手が「いないがほしいと考えている」人が

16.0％となっており、300 万円以上の 7.5％よりも高くなっていることがう

かがえます。 

 
◇世帯の年収別（300 万円未満、300 万円以上別）に見た相談相手の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、町で実施したヒアリング調査では、生活保護受給世帯等では福祉事務

所や社会福祉協議会、民生委員といった方とのつながりがあるものの、その段

階に至っていないぎりぎりの貧困の世帯への支援が課題であることや、ＤＶか

ら逃れた方の転居先において住まいや就労など全体に関わる相談を受けられる

ことが必要であるなどの意見がありました。 

そのため、各担当職員が町民と接する様々な機会を活かし、それぞれの持つ

特性や経験を活かしながら、出されるサインを見過ごさぬよう、状況を把握し、

支援につなげられる体制を整備します。 

具体的手法として、子どものいる世帯全員と接する機会を通した把握、困り

ごとの相談を受けた際の状況の把握、町などが行っている事業の利用時に職員

等と接する機会での把握、地域での把握を行います。 

 
  

いる

79.9

89.2

いないがほしい

と考えている

16.0

7.5

いないし、

必要もない

3.0

2.8

無回答

1.2

0.5

300万円未満

(n=169)

300万円以上

(n=639)

単位：％

資料：「小川町子どもの貧困対策推進計画策定に向けたアンケート調査 
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把握にあたっては、利用するかどうかは最終的に本人が決めること、相談に

あたって話した個人情報等は必ず適切に守られること、利用を決めるまで同一

のコーディネーターが相談に応じることを、各業務の担当者から必ず説明する

ことで、相談者がサービスをよりよく知ることができ、安心して利用意向を申

し出られるよう職員の質を高めます。 

 
 
（１）全員を対象にした把握 

全員を対象とした把握の方法として、「母子健康手帳」の申請の際や、「乳幼

児家庭全戸訪問事業」、「乳幼児健康診査」の機会を通して行います。 

 
①「母子健康手帳」の申請の際の把握 

母子健康手帳申請の際、保健師や看護師がアンケートを通して面接を行い、

リスクのある人等を把握します。貧困への対応の必要を認識した場合は、その

世帯へ各種支援や連絡先を記したチラシ等を手渡し案内するとともに、案内・

配布したことについて子育て支援課と情報を共有します。 

 
②「乳幼児家庭全戸訪問事業」での把握 

乳幼児家庭全戸訪問事業で各戸を訪問した際、訪問した保健師や助産師が貧

困への対応の必要を認識した場合は、その世帯へ各種支援や連絡先を記したチ

ラシ等を手渡し案内するとともに、案内・配布したことについて子育て支援課

と情報を共有します。 

 
③「乳幼児健康診査」での把握 

乳幼児健康診査を受診する際に、栄養・食生活等、貧困への対応の必要を認

識した場合は、その世帯へ各種支援や連絡先を記したチラシ等を手渡し案内す

るとともに、案内・配布したことについて子育て支援課と情報を共有します。

また、健康診査への不参加の家庭についても、子育て支援課と情報を共有し

ます。 
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（２）相談時における状況の把握 

町で行っている各種の相談事業の中で、貧困が原因と思われる傾向が見られ

る場合に、状況の把握を行います。 

 
① 子どもの権利の擁護における把握 

虐待は貧困の状況と関係がある場合も見られるため、相談を受けた場合につ

いて子育て支援課と情報を共有し、相談を受けた者とコーディネーターが同行

し、対象者に適切な情報の提供を行います。 

また、相談を受けた者がコーディネーターとしての役割を兼ねることもあります。 

 

② 子どもの発育発達支援における把握 

子どもの発育発達支援には専門性が必要です。相談を受けた者がその背景に

ある世帯の状況等を汲み取る可能性が高いため、相談を受け、必要性が感じら

れる場合について子育て支援課と情報を共有し、相談を受けた者とコーディネ

ーターが同行し、対象者に適切な情報の提供を行います。 

また、相談を受けた者がコーディネーターとしての役割を兼ねることもあります。 

 

③ 家庭児童相談事業における把握  

子育て支援課が行っている「家庭児童相談」において、相談を受け、必要性

が感じられることについて各機関と情報を適切に共有し、相談を受けた者がコ

ーディネーターとして同行し、対象者に適切な情報の提供を行います。 

 

④ 犯罪等被害に遭った子どもに対するカウンセリングの機会における把握 

「さわやか相談員」や「スクールカウンセラー」が相談を受け、必要性が感

じられる場合について子育て支援課と情報を共有し、相談を受けた者とコーデ

ィネーターが同行し、対象者に適切な情報の提供を行います。 

また、相談を受けた者がコーディネーターとしての役割を兼ねることもあります。 

 
⑤ 保育園・幼稚園等における相談の機会における把握 

保育園や幼稚園、療育施設や子育て支援センター等に相談が寄せられた際、

必要性が感じられる場合について子育て支援課と情報を共有し、相談を受けた

者とコーディネーターが同行し、対象者に適切な情報の提供を行います。 

また、相談を受けた者がコーディネーターとしての役割を兼ねることもあります。 
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（３）事業利用時における状況の把握 

経済的な支援を行う事業については、利用者の申し込みによって提供される

場合がほとんどであることから、この機会を通じ、相談窓口にて対象者に適切

な情報の提供を行います。また、必要に応じコーディネーターを紹介し、必要

なニーズのすり合わせから、書類の準備等、利用に結びつくまで伴走する支援

を行います。 

 
【利用の申し込み時に必要に応じて案内する主な事業】 

・児童扶養手当           ・母子・父子寡婦福祉資金の貸付  

・こども医療費支給事業の促進    ・ひとり親家庭等医療費支給事業  

・ひとり親家庭福祉事業       ・ひとり親家庭児童就学支度金 

・個別離乳食支援 

 
（４）地域での把握 

地域の目は、子どもや子育てを支援する際に重要な見守りの役割を果たします。 

しかし一方で、貧困が関わる場合は、対象者が地域の方との関わりについて

壁を感じる可能性があるなど、十分に注意をして対応にあたる必要があります。

また、子育て支援等を行うボランティアは専門職でないことから、必要十分な

技術による応答がなされない場合には、問題が深刻化することも考えられます。 

そのため、地域における活動に際しては、気になる気づきのあった場合には

必ず情報の一元化元となる子育て支援課への連絡を行うこと、というルールづ

くりを徹底し、情報が不用意に周囲に漏れない体制づくりを行います。 

相談や事業利用時と異なり、コーディネーター役として地域の方が適任であ

る場合には、子育て支援課から改めて依頼を行うものとします。 

 
① ボランティアの活動促進 

社会福祉協議会等による子育て支援を行うボランティア活動を通して気にな

る点があった際には、子育て支援課に連絡を行います。 

 
② 地域安全運動の推進 

スクールガードリーダーやウルトラパトロール隊の普段の見回りにおいて、

気になる点があった際には、子育て支援課に連絡を行います。 
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２ 情報の共有をめざし各機関を「つなぐ」 

 
子どもや子どものいる世帯の貧困の状況については、多くの場面で支援を望

む方との関わりの中で、そのサインに気が付くことがあります。 

これらのサインを見逃さなかったとしても、関係する各機関で適切に情報が

共有されなかったり、共有されてもその後のフォローが行き届かなかったりす

ることで、町で準備しているサービスがあっても、実際に困っている人に届か

ないということがあってはなりません。 

町で実施したヒアリング調査では、情報の共有の重要性や役割分担のあり方、

庁内や町外の各種機関・学校等との連携などに多くの意見がありました。 

そのため、本町では子育て支援課が中心となってこれらの情報を一元化し、

かつ、貧困について安心して相談できる体制づくりに努めます。さらに、貧困

については子育て支援課のみで解決できるものではないため、情報の共有と適

切な対応を行うための各機関へのつなぎを行います。 

 
（１）情報の一元化と安心して対応できる相談体制 

① 情報の一元化 

情報管理のあり方については今後その体制を含めて、子育て支援課を中心に

庁内で検討を行います。それまでの間は、子育て支援課が責任を持って情報管

理にあたります。 

「１ 子どもの貧困の状況の把握」で述べてきたような各種の状況の把握に

基づき集められた情報は個人情報であることから、「小川町個人情報保護条例」

に基づき適切に取り扱います。また、その情報は「地方公務員法」の職務上知

り得た秘密に該当するため、守秘義務を遂行します。地域における把握等で公

務員でない方から連絡があった場合も、情報が漏れないよう協力を要請すると

ともに、情報管理のあり方について検討します。 

集められた情報については、次の目的にのみ使用します。 

目的① 関係機関における対応策の検討 

目的② 対応策を実施する際のコーディネーターとの共有 

 
② 相談を受ける者に対する子どもの貧困を理解するための研修の実施 

子どもの貧困については、利用者の秘密が守られ、安心して相談できること

が何より優先されます。そのため、相談を受ける、特に町職員については理解

のための研修を実施し、適切な対応とその質の向上に努めます。 
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（２）情報の共有と対応策をめざす各機関へのつなぎ 

 
①「要保護児童対策地域協議会」の活用 

本町ではこれまで、児童福祉法の「保護者のない児童又は保護者に監護させ

ることが不適当であると認められる児童」の適切な保護を図るため、関係機関

等により構成され、要保護児童及びその保護者に関する情報の交換や支援内容

の協議を行う「要保護児童対策地域協議会」を設置し協議を行ってきました。 

この協議会では、要保護児童等の早期発見や、迅速な支援の開始、情報の共

有化、役割分担等をその意義として行っており、このことは貧困の状況にある

子どもの状況を把握し、適切な支援につなげるためにも大いに役立つものです。 

そのため、今後も十分な協議を行い、貧困にある子どもや子どものいる世帯

についての対応についても行うことができるようにします。 

 
② ＤＶ対策との連携 

家庭内で発生しているＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は暴力を感情

表現や問題解決のための手段として用いられる可能性が高いこと、ＤＶと児童

虐待は家庭内で同時に起こりうる暴力であることから、庁内において関係各課

と連携した取り組みを行います。 

ここにいう暴力の中には、ネグレクト（育児放棄）をはじめとする児童虐待

も含まれ、経済的な面の貧困がない場合でも、支援が必要である子どもや子ど

ものいる世帯が生じることがあります。また、ＤＶのある世帯から分離して生

活をする際には貧困に陥らないよう支援を引き続き行う必要があります。 

そのため、関係各課と子育て支援課が連携し、必要な世帯に対し、サービス

の隙間が生じないようコーディネーターを配置して対応にあたります。 

 
③ 子どもの貧困における学校の位置づけに向けた各機関の合意形成 

学校には、子どもたちが通い、様々な学習を行い、昼食を食べる機会がある

など、家庭とともに成長の時間を過ごすための大きな軸があります。その一方

で、これまでは管轄官庁の違いなどにより、担当課同士の対応などでは限界が

あることも見られました。 

今後、子どもや子どものいる世帯の状況の把握や、様々な資源を活用できる

よう「見える化」、教職員の認識を深めるなどの学校のあり方やプラットフォー

ム化に向けて、関係各課、特に子育て支援課と町の教育委員会が連携を図り、

小川町の子どもの貧困における学校の位置づけについて検討します。 
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④ 貧困対策に関わる事業の立ち上げや拡大等に向けた情報の「見える化」 

町内にある様々な公共施設、空き家、地域で活動する各団体や各団体で実施

するサービス等について、各関係機関からの情報を子育て支援課で把握します。

把握した情報については、地域で活動する団体から、貧困対策に関わる新しい

事業の立ち上げや規模の拡大の意向があった際に、実施が可能な場所や協力可

能な団体等の紹介を行うなど、様々な街の資源と結びつきを図ります。 
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71.4%

26.3%

16.8%

16.3%

16.0%

14.1%

13.4%

13.2%

9.8%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80%

子どもの就学にかかる

費用が軽減されること

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みを持った

人同士で知り合えること

一時的に必要となる資金を借りられること

病気や出産、事故などの事情があった

ときに一時的に子どもを預けられること

住宅を探したり住宅費を軽減したり

するための支援が受けられること

就職のための支援が受けられること

病気や障害のことなどについて

専門的な支援が受けられること

離婚のことや養育費のことなどについて

専門的な支援が受けられること

民生委員・児童委員など地域の人から

支援が受けられること

ｎ=915

３ 子どもや貧困の世帯を支援する 

 
「１ 子どもの貧困の状況の把握」と「２ 情報の共有をめざし各機関を「つ

なぐ」で述べてきたとおり、貧困の状況についての状況が把握され、各機関に

より適切に情報が共有されることにより、子どもや子どものいる世帯に対して、

適切な支援のあり方を検討します。 

この検討に基づき、対象となる方が、コーディネーターや子育て支援課との

相談を重ね、利用を申し込むことで、実際に各種の支援が行われます。 

この点については、町で実施したアンケート調査では、「子どもの就学にかか

る費用が軽減されること」への回答が特に多く寄せられています。 

 

◇現在必要としていること、重要だと思う支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

資料：「小川町子どもの貧困対策推進計画策定に向けたアンケート調査 

※選択肢は「その他」「わからない」を除く） 
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また、ヒアリング調査においては、進路選択時に貸付制度を受けたものの実

を結ばず返済だけが残ってしまうケースや、保護者が困難を抱えて働けないこ

とにより、子どもへの生活面に影響が出るケースのように、様々な場面での支

援が必要であること、事業を告知する機会が十分でないことや開催場所への交

通手段がないことに伴い、サービスがあっても支援が本当に必要な人に届いて

いないのではないかというような意見がありました。 

これらのことから、町では「教育の支援」、「生活の支援」、「就労の支援」、「経

済的支援」、「地域による支援」の５つの分野からの支援を行います。 

 

（１）教育の支援 

① 学習教室支援の拡充 ＜重点的な取り組み＞ 

本町ではこれまで、埼玉県が主催する「生活困窮者自立支援法に基づく子ど

もの学習支援事業」を受託している彩の国子ども・若者支援ネットワークと連

携し、中学生を対象とした「中学生学習教室」を実施してきました。 

この教室は、生活保護受給者世帯及び就学援助世帯等生活困窮者世帯の中学

生が主な対象で、高校進学、基礎学力の向上等を目的としたものです（一部高

校生の利用もあります）。 

一方、「貧困の連鎖」においては、適切な教育を十分に受けられなかったこと

に伴い、就労等において不利益をこうむるなどにより、再び貧困へと循環して

しまうことが指摘されています。そのため、適切な支援となるよう次のような

取り組みを行います。 

 
ア．学習教室の対象者の拡充 

学習教室の対象者を高校生までに拡充することを検討します。また、現行の「中学

生学習教室」においては、利用要件が貧困世帯の一部となってしまうため、今後その

利用の条件等について検討を行います。 

 
イ．秘密の守られる相談体制の確保 

将来の進路のあり方や、経済的な支援について、相談を受けた者が秘密を守り、ま

た、高校を卒業するまでなど、できるだけ長い間同じ担当者による支援が受けられる

体制づくりを行います。 

 
ウ．高校卒業まで利用の続けられる柔軟な指導体制の検討 

サービスの利用に際し、周囲の目が気になるといった問題を抱えることがあるため、

開催場所を公表しないことや、将来的には訪問等による指導を行うことについての検

討を行います。 



第４章 施策の展開 

 

32 

【目標年度に向けた量の見込み】 

◇学習教室支援の実施 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

受講者数 

（中学生） 
15 人 15 人 15 人 15 人 25 人 

受講者数 

（高校生） 
5 人 5 人 5 人 5 人 10 人 

相談者数 

（延べ回数） 
80 回 80 回 80 回 80 回 140 回 

 

・平成 28 年度より事業の始まっている「中学生学習教室」の利用者数が約

20 人であることから、当面はこの人数に基づき、量を見込みます。 

・見込みを大きく上回る利用希望があった場合は、受託事業者である彩の国子

ども・若者支援ネットワークとの連携の上で、学年ごとに開催日や開催場所

を分けるサテライト開催を検討するなど、枠による利用の制限がなされるこ

とのないよう努めます。 

・開催か所数については、訪問等開催の方法について柔軟に考える必要がある

ため見込みを立てません。 

 
＜確保に向けた取り組み＞ 

・中学生についてはこれまでの実績を活かし、受託事業者である彩の国子ども・

若者支援ネットワークと連携をして、ニーズに応えます。 

・高校生については、主催者である埼玉県と協議の上、彩の国子ども・若者支

援ネットワークや、小川高校、近隣市町の大学等からの人材の支援を受けて、

これを実施します。 

・相談にあたっては、進路の相談等について、学習支援員などに同席いただき、

様々な話を伺う機会を設けます。 

・開催場所へ利用希望者が通うことが遠く難しい場合、受託事業者である彩の

国子ども・若者支援ネットワークなどとの連携を通じて、町外で実施されて

いる同様のサービスの利用やそれに伴う交通手段の確保等について検討を行

います。 

・今後は、町の事業として具体的に実施できるよう、彩の国子ども・若者支援

ネットワークとの連携をして、開催場所、開催内容、人員の確保を行えるよ

う検討を行います。 

・小学生向けの学習教室の開催に向けた検討を行います。 
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② 子どもの心の健康支援を通した支援 

町では、子どもの発達（知性・社会性・身体等）や、進路、学業、心身、性

格や行動、その他、教育上困っていることについて、「小川町教育相談室」など

により、相談に応じています。今後、適切なコーディネーターが見つからない

場合は、一時的にその役割を担えるよう検討を行います。 
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（２）生活の支援 

①「子ども食堂」の支援 ＜重点的な取り組み＞ 

本町ではこれまで、地域ぐるみで子どもを大事にする子どもたちの居場所の、

いわゆる「子ども食堂」として、町内で活動するＮＰＯが主催する活動に対し

て支援を行ってきました。 

この「子ども食堂」は、その子どもが貧困であるかどうかに関わらず、子ど

もが様々な人たちの多様な価値観に触れながら団らんを感じられ、また、「自分

の居場所」と感じられるようになる場所であることが大切です。 

そのため、町ではこの活動が引き続き行われ、より発展していくように次の

ような取り組みを行います。 

 
ア．「子ども食堂」の周知の徹底 

「子ども食堂」についてはまだ開設後間もないこともあり、本当に支援が必要な家

庭に情報が届いているかが明らかでない状況です。そのため、学校や、子育て支援課

の窓口等を通じ、「子ども食堂」の周知の徹底を図ります。 

 
イ．「子ども食堂」の利用の促進 

現在実施されている「子ども食堂」の活動は、町の中心部にあるものの、交通手段

が確保されておらず、遠い地域から通うことは難しい状況があります。現行の公共交

通等の活用を検討するなど、利用の促進を図ります。 

 

ウ．子どもの居場所としての「子ども食堂」のあり方の検討 

「子ども食堂」については、現在１か所で実施している状況ですが、特別に子ども

に向けてのみ開催されるものでなくとも、様々な団体の活動の中に子どもの居場所が

あり、そこで食事等をとる機会につながればよいと考えます。今後は町内で活動する

地域団体等と連携を図り、様々な地域活動の場において子どもを迎えられる状況を作

っていくことができないか、検討を進めます。 

 

【目標年度に向けた量の見込み】 

◇子ども食堂の開催 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

開催か所数 １か所 １か所 １か所 １か所 ２か所 

平均利用者数 10 人 12 人 14 人 16 人 20 人 
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・平成 28 年度より事業の始まっている「子ども食堂」の利用者数と受け入れ

可能な人数に基づき、量を見込みます。平成 33 年度までに他にもう１か所

の開催を見込みます。 

 
＜確保に向けた取り組み＞ 

・主催ＮＰＯと連携を取り、適切な支援を行います。 

・開催について、地域に広く周知を行い、主催に対する支援を募ります。 

・サービス提供の意向がある場合には、地域で活動する様々な団体と連携を図

り、場所や団体等の情報提供や紹介を行うなど、実施に向けた結びつけを行

います。 

・開催場所へ利用希望者が通うことが遠く難しい場合、交通手段の確保等につ

いて検討を行います。 

 
② ひとり親家庭福祉事業の利用促進  

県が行う、母子家庭等日常生活支援事業・子育て短期支援事業など、ひとり

親家庭福祉事業の利用促進を図ります。 

 
③「個別離乳食支援」の実施を通じての家庭への支援 

栄養士による「個別離乳食支援」を実施し、離乳食だけでなく家族への食生

活指導・相談を図ることで、望ましい食生活の普及・啓発を行います。 

 

④ 住まいへの支援 

子育て家庭向けに、県営住宅や優良賃貸住宅制度の案内を行うなど、優良な

賃貸住宅について、整備状況や優先入居の取り扱いなどの情報提供を行います。

多子世帯向けには、中古住宅取得・リフォーム支援事業の案内を行います。

また、町営住宅について、母子世帯や 40 歳未満の子育て世帯に対し優先的に

入居を支援します。 

 
⑤ 交通手段の確保など、利用を促進する施策の検討 

様々なサービスがあっても実施場所までの距離が遠い等のことにより利用に

結びつかないことがあるため、交通手段の確保や近隣の自治体で実施されてい

る類似のサービスの案内を行うなど、利用を促進する施策について検討を行い

ます。 
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（３）就労の支援 

① 雇用の促進 

ひとり親家庭向けには、必要に応じてコーディネーターと子育て支援課が連

携し、埼玉県西部福祉事務所の就労支援専門員やハローワークに就労相談を依

頼し、雇用につなげます。また、自立支援給付金となる教育訓練給付金や高等

職業訓練促進給付金などについて案内し、自立に向けた計画的な取り組みに取

り入れます。 

児童扶養手当の現況届の受付時に、窓口で相談の機会とするとともに、ハロ

ーワークの臨時窓口を設け就労支援を実施するとともに、ハローワークの情報

提供を合わせて行います。 

 
② 高校生向けの職業紹介 

彩の国子ども・若者支援ネットワークと連携し、高校生向けの就労体験の機

会を紹介し、手に職をつける価値について考える機会を提供します。 

 
③ 長期的な取り組みが必要な方への支援 

ひきこもりや精神疾患等に伴い、社会との接点が少ない時期を長く過ごした

方が、就労への意欲がある場合に、社会復帰と就労につながるよう、障害福祉

サービスで提供されている「就労移行支援」「就労継続支援」等の事業や、職場

適応援助者（ジョブコーチ）の活用などそれぞれのケースに見合った支援を計

画的に行います。 

ＮＰＯ法人等による合宿型の生活自立就労支援についての取り組みを研究し、

町での実施について検討します。 
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（４）経済的支援 

① 高校卒業までの切れ目ない経済的支援の促進 ＜重点的な取り組み＞ 

経済的支援については、これまで町で行ってきた様々な事業と、県等で行わ

れている事業を組み合わせることで、高校卒業までの切れ目のない支援が行え

るよう努めます。 

特に町が窓口でないことにより、受給に結びつかないということが起きない

よう、コーディネーターと子育て支援課で経過を丁寧に把握し、書類の準備な

どの支援も合わせて行います。 

また、町内で実施できる奨学金のあり方について検討を行います。 

 
◇主な経済的支援 

以下は、主な経済的支援です。利用に際しては、町に申し込みをする場合と、

申し込む場所を町で案内する場合があり、利用のための要件を満たすなどの条

件があります。 

 
≪給付・支給、または減免など、返済の必要がない主なもの≫ 

事業名 期 間 内 容 

こども医療費 

支給事業 

０歳から中学３年生

まで 

中学３年生までの児童に対する医療費の

一部について助成金を支給します。 

児童扶養手当 

支給事業 

０歳から 18 歳に 

なった年の年度末 

（３月 31 日）まで 

父母の離婚、死亡などによって、父又は母

と生計を同じくしていない子供を育てて

いる方や、子どもを育てている父又は母に

一定の障害がある時に支給されます。 

ひとり親家庭等医

療費支給事業 
 

ひとり親家庭や父又は母に一定の障害が

ある家庭などに対し、医療費の一部が支給

されます。 

ひとり親家庭 

児童就学支度金 
 

低所得のひとり親家庭の児童が中学校に

入学する場合に、就学支度金が支給され 

ます。 

高等学校等 

就学支援金制度 

高等学校等に在学 

している間 

国が高等学校の授業料を負担します。 

申請手続きは４月の入学時、届出手続は 

毎年６～７月頃です。 

入学料・授業料減

免制度 

国公立の高等学校に

在学している間 

保護者等の町民税所得割額が非課税の場

合や、被災・死亡・長期傷病などにより 

家計が急変した場合に減免の措置が受け

られます。 
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事業名 期 間 内 容 

父母負担軽減 

事業補助 

県内の私立高等学校

等に在学している間 

保護者等の町民税所得割額が基準未満の

場合、授業料や施設費等その他納付金・ 

入学金の一部に補助が受けられます。 

奨学のための 

給付金制度 

高等学校等に在学 

している間 

生活保護世帯や町民税所得割額が非課税の

世帯などに対し、教科書代や学用品など 

授業料以外の教育費の一部が給付されます。 

 

≪貸付など、返済する必要のある主なもの≫ 

事業名 期 間 内 容 

母子・父子寡婦 

福祉資金の貸付 
 

母子家庭の母、父子家庭の父、父母のいな

い 20 歳未満の子ども、寡婦及び母子家

庭・父子家庭又は寡婦の子どもに各種資金

を貸付する制度です。 

＜貸付の主な内容＞ 

就学支度、修学、修業、就職支度、技能習得、

医療介護、生活、転宅、住宅、事業開始、 

事業継続、結婚 

埼玉県高等学校等

奨学金制度 

高等学校等に在学 

している間 

（中学３年生時に 

申し込むと進学前に

借り入れ可能） 

在学校の校長から推薦があり、経済的理由

により就学が困難である場合に、高等学校

等で学ぶための費用を無利子で貸し出し

ます。高等学校等卒業後に生徒本人が必ず

返還しなければなりません。 

 

 

（５）地域による支援 

① 地域による支援 

社会福祉協議会等による子育て支援を行うボランティア活動及び活動への参

加に対する支援を行うとともに、子どもや世帯が抱える極めて個人的な情報と

なる経済的な面についての、適切な対応等についての研修の実施について検討

を行います。 

スクールガードリーダーやウルトラパトロール隊等、地域安全運動の活動及

び活動への参加に対する支援を行うとともに、子どもや世帯が抱える極めて個

人的な情報となる経済的な面についての、適切な対応等についての研修の実施

について検討を行います。 
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１ 計画策定の経緯 

 
 

年 月 日 内  容 

平成 28 年６月 27 日  第１回 小川町子どもの貧困対策推進計画策定庁内検討委員会 

 ・計画の策定について 

 ・アンケート調査の実施について 

７月 11 日～ 

７月 20 日  

小川町子どもの貧困対策推進計画策定のための 

アンケート調査実施 

８月 30 日  第１回 小川町子ども・子育て会議 

・子ども・子育て支援事業計画の進行管理について 

・小川町子どもの貧困対策推進計画策定委員会について 

10 月下旬～ 

11 月下旬  

庁内及び関係団体等ヒアリング調査の実施 

12 月 12 日  第２回 小川町子どもの貧困対策推進計画策定庁内検討委員会 

 ・子どもの貧困対策推進計画アンケート結果集計について 

 ・ヒアリング調査の結果について 

 ・計画案の概略について 

12 月 26 日  第２回 小川町子ども・子育て会議 

・子ども・子育て支援事業計画の進行管理について 

・小川町子どもの貧困対策推進計画策定委員会について 

平成 29 年１月 10 日～ 

２月 10 日  

パブリックコメントの実施 

２月 16 日  第３回 小川町子どもの貧困対策推進計画策定庁内検討委員会 

 ・パブリックコメントの報告 

 ・計画案について 

2 月 23 日  第３回 小川町子ども・子育て会議 

 ・パブリックコメントの報告 

 ・計画案について 
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２ 小川町子ども・子育て会議条例 

 
○小川町子ども・子育て会議条例 

平成２５年９月１０日 

条 例 第 ２ ６ 号 

 （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第

７７条第１項の規定に基づき、小川町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て

会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 法第７７条第１項各号に規定する事務を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し必要と認める事項

について調査審議すること。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

(3) 子ども・子育て支援に関係する団体から推薦を受けた者 

(4) 町民のうちから公募により選出された者 

(5) その他町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、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを

定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが

できない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対

し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（庶務） 

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援を主管する課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事

項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 
  



資 料 編 

44 

３ 小川町子ども・子育て会議委員名簿 

 
（平成 28 年度） 

（敬称略） 

選出区分 関係団体 役 職 氏 名 

事業に従事 

する者 

民間保育園 小川保育園 園長  尾島 満矢 

民間幼稚園 おがわ幼稚園 園長  渡辺 和子 

学童保育 代表  塚元 千春 

ファミリーサポートセンター アドバイザー  岸野 雅子 

学識経験を 

有する者 

小川町区長会 会長  ◎ 山岸 幸男 

埼玉県川越児童相談所 副所長  西川 達男 

埼玉県西部福祉事務所 地域福祉担当部長  高橋 明 

団体から推薦

を受けた者 

主任児童委員 代表  岡本 久仁子 

愛育会連絡協議会 会長  ○ 鈴木 梅子 

小川町ＰＴＡ連合会 会長   柏俣 厚一 

公募により 

選出された者    本谷 志保美 

その他町長が

必要と 

認める者 

企業関係者（小川町商工会） 女性部長  新井 静子 

勤労者代表（比企西部地区労） 教職員組合  吉田 和男 

町行政機関 副町長  大山 澄男 

町行政機関 学校教育課長  河野 康雄 

町行政機関 健康福祉課長  青木 子 

◎：会長、○：副会長 
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４ 小川町子どもの貧困対策推進計画策定庁内検討委員会設置要綱 

 
○小川町子どもの貧困対策推進計画策定庁内検討委員会設置要綱 

平成２８年５月６日 

訓 令 第 ２ ０ 号 

（設置） 

第１条 小川町子どもの貧困対策推進計画（以下「推進計画」という。）の策定に関

し、必要な事項を検討するため、小川町子どもの貧困対策推進計画策定庁内検討委

員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 推進計画の策定に関すること。 

(2) その他推進計画の策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、副町長及び別表に掲げる課に所属する職員のうちから任命権

者が指名する者をもって組織する。 

２ 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は副町長とし、副委員長は委員の互選により選出する。 

４ 委員長は検討委員会を総括する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。 

２ 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くこ

とができる。 

 （庶務） 

第５条 検討委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。 

 （その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 
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附 則 

１ この訓令は、令達の日から施行する。 

２ この訓令は、推進計画の策定の日にその効力を失う。 

別表（第３条関係） 

所 属 

健康福祉課 

子育て支援課 

にぎわい創出課 

学校教育課 
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５ 小川町子どもの貧困対策推進計画策定庁内検討委員会委員名簿 

 
  

所 属 役 職 氏 名 

 副町長 ◎ 大山 澄男 

健康福祉課 課長  青木 子 

子育て支援課 課長  関口 雅之 

にぎわい創出課 課長  岡部 克美 

学校教育課 課長  河野 康雄 

 
関係者（第４条第４項関係） 

所 属 役 職 氏 名 

小川町社会福祉協議会 局長  高橋 利郎 
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