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研研究究とと調調査査のの概概要要                                                  

１１  本本研研究究とと調調査査のの位位置置づづけけ  

 

「基礎自治体における子どもの貧困対策の現状と課題に関する総合的研究」は、2020 年度

～2023 年度において実施され、日本学術振興会・科学研究費助成事業(基礎研究 B 

20H01610)の助成を受けている。本報告書は、その中の 2020 年度に実施した「都道府県・政

令市子どもの貧困対策計画等についてのアンケート調査」の調査報告である。 

 

２２  本本研研究究おおよよびび調調査査のの趣趣旨旨  

 

2019 年に子どもの貧困対策法が改正され、市町村計画の策定が努力義務化するなど、子ど

もの貧困対策において基礎自治体の役割が重要になってきている。しかし、全国的に見れば市

区町村の子どもの貧困対策は緒についたばかりの自治体がほとんどであると思われる。そこで

本研究では以下の二つの調査等を実施し、子どもの貧困対策の全般的な向上に寄与するこるこ

とを目指す。➀、都道府県・政令市に対して子どもの貧困対策計画の策定状況、管内基礎自治

体との連携、管内基礎自治体の情報や状況についてのアンケート調査を行う。②、①を踏まえて、

全国の自治体の中で先進的、あるいは特徴のある市区町村に対するヒアリングを行い、取り組み

の経緯や現状を整理する。今回報告する「都道府県・政令市子どもの貧困対策計画等について

のアンケート調査」については、➀に沿う調査である。 

 

３３  調調査査対対象象  

 

47 都道府県および２０政令指定都市の子どもの貧困対策計画担当部署 

 

４４  調調査査実実施施期期間間  

 

2020 年 10 月～2021 年１月 

 

５５  調調査査方方法法  

      

  郵送にて調査対象部署あてに、調査票を配布し、郵送またはメールで返信をいただいた。 

 

６６  回回収収状状況況  

 

調査実施期間内に、47 都道府県及び 20 政令市のすべての担当者から回答があった。 
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研究と調査の概要



７７  調調査査担担当当研研究究者者等等  

 

沖縄大学人文学部                   教授  山野良一 （研究代表者） 

沖縄大学人文学部                   教授  島村聡 

明星大学人文学部                   教授  川松亮 

    跡見学園女子大学マネジメント学部     教授  鳫咲子 

    東洋大学ライフデザイン学部           教授  鈴木崇之 （調査分析のみ担当） 

     

NPO 法人沖縄県学童・保育支援センター   二宮千賀子 

(調査協力者・調査票設計および図表作成等のみ担当） 

 

８８  倫倫理理的的配配慮慮  

 

沖縄大学研究倫理審査委員会あてに、研究倫理審査申請書を提出し審議をいただいた。結

果として、本調査は沖縄大学における「人を対象とする研究」に関する倫理規程の 第 2 条第 1

項に定義されている内容に該当しない（「非該当」)と判断された。 

  本アンケート調査において知り得た情報の保護管理については十分留意して行った。また、自

治体名を伏してほしい由等の希望があり、一部自治体名を削除して報告している。 

 

＊参考  沖縄大学における「人を対象とする研究」に関する倫理規程 第２条第 1 項 

 この規程において「人を対象とする研究」とは、人又は集団を対象とし、その行動、環境、心身

等に関する情報及びデータ等を収集又は採取して行う研究をいう。 

   

９９  そそのの他他  

 

１．調査票の作成にあたり、下記調査を参考にした。 

 ・内閣府 「平成 29 年度  地域における子供の貧困対策の実施状況及び実施体制に関す

る実態把握・ 検証自治体向けアンケート 調査」 

 （＊本文中では、 「平成 29 年度内閣府調査」と表記） 

 

 ２．回答データの一部を省略している。また一部データの意味内容を損なわない範囲で表記を修

正している。 
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問 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 2 
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子どもの貧困対策に関する独自の計画を策定している
子どもの貧困対策に関する計画を、子ども・子育てに関する総合計画等の一部として設けている
無回答

子子どどもものの貧貧困困対対策策にに関関すするる計計画画ををどどののよよううなな位位置置付付けけでで策策定定ししてていいまますすかか

15.0%

2.1%

6.0%
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67.2%

0.0%

10.6%

7.5%
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12.8%

9.0%

10.0%

10.6%

10.4%

政令市

（n=20）

都道府県

（n=47）

全体

（n=67）

子どもの貧困対策のための専門部署 子ども・子育て関係
福祉（生活保護）関係 福祉（生活保護以外）関係
その他

子子どどもものの貧貧困困対対策策にに関関すするる計計画画策策定定のの主主管管課課ははどどここでですすかか

子どもの貧困対策に関する計画に関して、子どもの貧困対策に特化した計画を策定してい

るか、それとも子ども関連の総合的な計画の一部として位置づけているかについて尋ねた。そ

の結果、全体としては子どもの貧困対策に特化した計画を策定している自治体の方がやや上

回った（無回答を除く有効回答の 50.8％）がほぼ同数であった。 

これを都道府県と政令市別でみると、都道府県の方では子どもの貧困対策に特化した計

画策定自治体の方が 55.8％（無回答を除く有効回答率）で、政令指定都市では 38.9％

（無回答を除く有効回答率）となり、政令指定都市では子ども・子育てに関する総合計画に含

まれる自治体の方が多い傾向にあった。 
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問 2-1 
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0.0%

6.0%

56.7%
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その他

人材を確保しすい

部署だったため

子どもの貧困対策のための

専門部署として設置されたため

一番効果的に施策を

推進できるため

全体（n=67）
都道府県（n=47）
政令市（n=20）

主主管管課課がが担担当当ににななっったた経経緯緯つついいてて(複複数数選選択択））

「子どもの貧困対策計画策定の主管課」については、子ども・子育て関係の所管部署が 7

割近くを占めて最も多かった。次に、生活保護以外の福祉関係部署が 1 割弱、続けて生活保

護関係部署の順に多かった。子どもの貧困対策のための専門部署は 6％と少なかった。その

他の回答としては、青少年担当課、子ども・若者関係と記載されている自治体が多かった。 

  都道府県と政令指定都市別でみると、都道府県では子どもの貧困対策のための専門部署

が約 2％と少なく、生活保護と生活保護以外を含めた福祉関係部署が約 23％と多くなって

いた。一方で政令指定都市では、福祉関係部署が所管している自治体はなく、子どもの貧困

対策のための専門部署が 15.0％と多くなっていた。 

  主管課となった経緯・理由を尋ねたところ、「一番効果的に施策を推進できるため」とした

自治体が過半数であり、特に都道府県の方では約 6 割と多かった。一方、「子どもの貧困対

策のための専門部署として設置されたため」と回答した自治体は、政令指定都市で 10.0％

と都道府県よりも多かったが、全体としては 6.0％であった。また、「その他」と回答した自治体

が 37.3％で、特に政令指定都市では 45.0％と多かった。 

「その他」について、自由記述を見てみると、「子どもを対象とする各種施策との整合性や

連携が図れるため」「子ども・青少年の健全育成に関わる基本計画に子どもの貧困対策を盛

りこむかたちで策定したため」「子どもの貧困対策は関係課が多岐にわたり、総合的な企画・

調整等を要するため」「保護者の貧困が背景にあることから、生活困窮者自立支援制度所管

部署とされた」「ひとり親家庭支援等関係施策を所管する児童福祉部署のため」などの回答

が見られた。 
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問 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの貧困対策に関する計画を策定する予算の確保について尋ねた。 

その結果、都道府県、政令市ともに、地域子供の未来応援交付金を使った自治体は約 4 割程

度であった。また、自治体独自の予算を確保したという回答が 6 割を超えた。その他の自由記述

では、「予算確保なし」「予算要求はしていない」という回答が多かった。 

なお、本質問については、調査票記載の誤りがあり、2 番目の選択肢は配布した調査票では、

「県独自の予算を確保した」となっていた。そこで政令市については、選択肢３「その他」の自由記

述欄等に市独自の予算を確保した旨を記載されていた件数を加えて、県（市）独自の予算を確保

したとして合算・集計した。該当する政令市のほとんどが、「その他」の自由記述欄等に旨を記入

したと考えるが、その旨の回答がなかった自治体が存在する可能性等があり、政令市の結果につ

いては留意が必要である。 

子子どどもものの貧貧困困対対策策にに関関すするる計計画画をを策策定定すするる予予算算をを 
どどののよよううにに確確保保ししてていいまますすかか（（複複数数選選択択）） 
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6.0%

政令市
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都道府県

（n=47）

全体

（n=67）

すでに新しい計画を策定した 見直し中である 今後予定している
まだ検討していない 見直しはしない

「「子子供供のの貧貧困困対対策策にに関関すするる大大綱綱」」のの改改正正をを受受けけてて、、計計画画をを見見直直ししてていいまますすかか

「子供の貧困対策に関する大綱」の改正を受けて、計画を見直しているかについて尋ねた

ところ、2019 年 12 月の閣議決定により新大綱へ改正されたことを受け、6 割ほどの自治体

が調査時点の 2020 年 10 月に、いち早く計画の見直しを行っていた。また、2 割ほどの自

治体が 2020 年度には見直し作業に入っていた。 

ただし、政令市だけで見ると作業は遅れており、未検討あるいは見直しはしないとしたとこ

ろも 2 割あった。ただし、これは問 1 で見たように、政令市は総合計画の一部として、子ども

の貧困対策に関する計画を作成しているところが多く、大綱の改正を受けての見直しにつな

がっていない自治体もあるのではないかと考えられる。 
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問 5 

 

問 5-1 

 

問 5-2 
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子子どどもものの貧貧困困対対策策をを推推進進ししてていいくく上上でで、、貴貴庁庁内内でで司司令令塔塔ととななるる部部署署・・担担当当者者をを置置いいてていいまますすかか
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司司令令塔塔ととななるる部部署署やや担担当当者者のの所所属属すするる課課ははどどここでですすかか
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司司令令塔塔ととななるる部部署署やや担担当当者者ににはは、、

子子どどもものの貧貧困困対対策策ののみみをを担担当当すするる専専任任職職員員がが配配置置さされれてていいまますすかか。。
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問 5-3  

 

司司令令塔塔ととななるる部部署署やや担担当当者者をを置置いいたた理理由由やや経経緯緯（（時時期期、、予予算算ななどど））ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

  

北海道 

子どもの貧困対策関連法施行後、平成 27 年 12 月に道の子どもの貧困対策

水推計画を策定。 

計画の効果的な推進をはかるため、平成 28 年度から担当課に子どもの貧困

対策担当の係長職を専任で配置。 

青森県 平成 26 年度から担当者を配置 

宮城県 
子ども・子育て関係が，子どもの貧困という問題に対し最も関わりが深いという

ことで現在の部署が担当している。 

茨城県 

平成 25 年の子どもの貧困対策の推進に関する法律の成立を受けて、平成 26

年度に担当課及び担当者を設置し、子どもの貧困対策に関する計画の策定

や事業について取り組みを開始いたしました。 

栃木県 
各事業はそれぞれの所管課が主体的に行うため、取りまとめを中心とした「子

どもの貧困対策」の所管課として位置づけている。 

埼玉県 
子供の貧困問題に取り組む必要性があったため、令和元年度に担当を新設し

た。 

東京都 

子供の貧困に関する、都のこれまでの施策や状況を検証し、その内容の充実

を図る目的とした調査研究を実施するため（平成 28 年度、調査委託者 4000

万円） 

「子どもの貧困対策を推進していく上で、庁内で司令塔となる部署・担当者を置いている」の

は、都道府県の 76.1％、政令市の 85.0％であり、いずれも「平成 29 年度内閣府調査」の結

果の数値を上回った。 

「司令塔となる部署・担当者」を尋ねたところ、「平成 29 年度内閣府調査」の結果では「教

育関係」の回答が多かったが、本調査では都道府県・政令市とも「子ども・子育て関係」部署

に所属する割合が高かった。 

「子どもの貧困対策のための専門部署」を置いているのは、都道府県の 2.9％、政令市の

11.8％に留まっていた。同様に、「子どもの貧困対策のみを担当する専任職員が配置されてい

る」のも、都道府県の 8.8％、政令市の 11.8％に留まっていた。 

「司令塔となる部署や担当者を置いた理由や経緯」を尋ねたところ、2013（平成 25）年の

法律の成立を受けた自治体計画の策定が、多くの自治体で 2014（平成 26）〜2019（令和

元）年の配置のきっかけとなっていた（質問文およびデータは、下記）。 
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神奈川県 

子どもの貧困対策を推進するため、平成 29 年４月に「１．子どもの貧困対策の

ための専門部署」を設置しました。 

「子どもの貧困対策推進計画」の改定（令和２年３月）に合わせ、令和２年４月

からは、子どもの貧困対策に係る業務を関連所属に移管し、「１．子どもの貧

困対策のための専門部署」を廃止しました。 

新潟県 子どもに関する事務を担当する部署であったため 

山梨県 

平成 31 年 4 月に、子育て支援政策を一元化に実施するため、専門の部署と

して「子育て支援局」を立ち上げ、設置された子ども福祉課内に子どもの貧困

を担当する職員を配置した。 

岐阜県 
子どもの貧困対策のみを担当する部署は配置していないが、ひとり親への支

援と併せて子どもの支援を実施する既存の部署が担当している。 

静岡県 

平成 27 年度から、こども家庭課の所拳事務として「子どもの貧困対策の総括

に関すること」が明記された。 

経緯には、平成 26 年度 1 月 17 日に施行された「子どもの貧困対策の推進に

関する法律」や、平成 26 年 8 月 29 日に閣議決定された「子どもの貧困対策

に関する大綱」があると思われる。 

愛知県 

○理由 

 県独自に子どもの貧困の実態を調査した結果に基づき、子どもの貧困対策

を推進するため。 

○経緯 

2015 年 3 月 愛知県子どもの貧困対策推進計画 策定 

2016 年 6 月 子どもの貧困対策検討会議 設置 

2016 年 12 月 愛知子ども調査 実施 

2017 年 5 月 子どもの貧困対策推進プロジェクトチーム 設置 

2018 年 4 月 子どもの貧困対策の所管部署（グループ）を設置 

三重県 

「子どもの貧困対策に関する大綱」が閣議決定された平成 26 年頃、県での担

当部署を決める際、,ひとり親や支援を必要とする家庭に向けた支援を担当し

ていた子育て支援課が一番所管する業務が子どもの貧困対策義務と近いと

の判断により、担当部署になりました。 

京都府 
平成 26 年に子どもの貧困対策推進計画を策定する際に家庭支援課が司令

塔となる部署に位置づけられた。 

大阪府 

平成２１年８月に、子どもの貧困の状況及びこれを緩和するために必要とされ

る取組みについて検討するため、福祉、教育、労働等の関係部局で構成する

「子どもの貧困を考える関係課長会議」を設置（事務局：子育て支援課） 

奈良県 
経緯：不明 

予算：H27 年度子どもの貧困対策計画策定事業 1,600 千円 
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和歌山県 

平成 26 年度 庁内会議で計画策定検討を開始 

平成 27 年度 計画骨子案協議 

平成 28 年度 庁内会議体制を再編・計画策定 

平成 30 年度 子供の生活実態調査を実施 

鳥取県 
H28 年 4 月、子どもの貧困対策含め低所得者対策を所管する部署として、福

祉保健課内にくらし応援対策室を設置。 

島根県 
担当者：配置時期⇒平成 26 年度から 経緯：国の法改正等の動きに対応する

ため 

岡山県 

詳しい経緯や時期や予算は不明であるが、「子供の貧困対策の推進に関する

法律」に基づき、国の大綱を踏まえて、県計画を策定し、子どもの貧困対策取

り組んでいるところであり、当課を子どもの貧困対策に係る取りまとめ課として

各施策を推進するとともに、庁内各課の関連施策についても庁内会議を開催

し情報共有や連携可能な事業の共有を図っているところである。 

香川県 

平成 26 年１月の法施行を受け、県計画を策定するに当たり、同年 12 月に子

どもの貧困対策に関係する庁内連絡会を設置した。その際に、当課において

取りまとめを行った。 

また、平成 27 年度に県計画を策定するための必要経費（子どもの貧困対策

検討委員会開催経費、委員謝金・旅費、計画印刷代等）を、県費単独で当初

予算に計上した。 

愛媛県 

子ども・子育て支援を担当する課の業務と密接に関連する課題であり、子供の

貧困対策に関する大綱が制定されたことに伴い、令和元年度から課内の事務

分担表に子どもの貧困対策に関する事項を明示している。また、同年に子ども

の貧困対策計画の性格を併せ持つ総合的な計画として、第 2 期えひめ・未

来・子育てプラン(後期計画)を策定したところである。 

福岡県 

子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行に伴い、「福岡県子どもの貧困

対策推進計画」を平成 28 年 3 月に策定。計画の策定・推進にあたり、教育・

福祉・労働などの関係部署からなる会議体を設置し、そのとりまとめを行う司

令塔として生活困窮者自立支援制度を所管する当係に子どもの貧困対策の

担当者を置いたもの。 

佐賀県 計画策定の主管課として 

長崎県 

平成 25 年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立し、子どもの貧

困対策を総合的に推進することを目的として、国及び地方公共団体の責務が

明記され、都道府県に計画策定の努力実務が課されたことに伴い、児童虐待

やひとり親施策を所管する部署が担当課となったもの。 

大分県 
法律制定に伴い、平成 28 年度から教育委員会などの関係部署との調整が必

要なため設置した 
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宮崎県 

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）の基本理念

にのっとり、本県の子どもの貧困対策を総合的に推進するため、平成 26 年度

に生活保護担当部署が主管課となった。 

沖縄県 

平成 27 年４月に青少年・子ども家庭課に子ども貧困対策を担当する専任職

員（３名）を配置し、子どもの貧困実態調査や子どもの貧困対策計画の策定

等、子ども・若者育成支援推進法に関する事務を所掌。 

平成 28 年４月に青少年・子ども家庭課内に子ども未来政策室を設置（9 名）。

上記の事務に加え、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用した事業や内

閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事業を所掌。 

平成 28 年 11 月に子ども未来政策室を子ども未来政策課（11 名）とし、意志

決定の迅速化等、執行体制の強化を実施。 

札幌市 

子どもの貧困対策の推進にあたっては、庁内の関係部局間や関係機関等と

の連携を促進しながら進めていくことが必要であるため、平成 30 年４月に、子

どもの貧困対策を専門に担当する「子どものくらし支援担当課」を新たに設置

した。 

さいたま

市 

関係部局間の連携、情報共有体制の強化を図るとともに、子どもの貧困に対

する実態調査及び計画の策定について検討を進めるため、平成 29 年１月に

子どもの貧困対策庁内連絡会議を立ち上げた。 

横浜市 

【問２－１】の理由により、平成 27 年度より子どもの貧困対策を所管しています。 

(分析者の注)問 2-1 には、「子どもの貧困対策は関係課が多岐にわたり、総

合的な企画・調整等を要するため」とあります。 

相模原市 

平成 29 年４月、子どもや若者に関する施策を総合的に推進していくため「こど

も・若者未来局」を設置した。子どもの貧困対策の強化、妊娠期から子育て期

にかかる切れ目のない支援、待機児童対策の推進、子どもの居場所づくり等

の各施策に取り組んでいる。 

また、平成 29 年５月に子どもの貧困対策について、こども・若者未来局と本市

教育局における密接な連携と役割分担を図るための庁内組織「子どもの貧困

対策連絡調整会議」を設置した。 

名古屋市 
子どもの貧困対策の取り組みについては、教育委員会、健康福祉局など局横

断的な対応が必要であるため。 

大阪市 

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）の趣旨を踏

まえ、子どもの貧困対策にかかる施策を総合的かつ円滑に推進するため、平

成 28 年２月に市長を本部長とする大阪市こどもの貧困対策推進本部を設置

（部署というより、会議体）。 

以降、こどもの貧困対策を専任する管理職の配置などが行われ、平成 29 年 4

月に、こどもの貧困対策を推進する部署・担当が配置された。 
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堺市 

・平成 27 年３月堺市子ども子育て支援事業計画を策定（法に基づく子どもの

貧困対策計画としての位置づけを包含） 

・令和２年３月堺市子ども・子育て総合プラン（第２期事業計画）を策定（子供の

貧困対策に関する大綱の趣旨をもりこむ） 

単一の所管でのみ対応するのではなく、本市関係部署が密接に連携しながら

子どもの貧困対策に取り組んでいます。プランの所管課である部署が、その窓

口としての役割を担っています。 

岡山市 
市長を本部長とする全庁の推進組織を H28 に設置し、その事務局を本課とし

ています。 

広島市 子どもの貧困は多岐に渡るため。 

北九州市 新たに部署や人員、予算等を設けていない。既存のリソースで対応 

福岡市 

（国の動向）・子どもの貧困率が 16.3％（平成 26 年 7 月発表）。 

・平成 26 年度に子どもの貧困対策法，翌年には大綱を制定。 

（本市の動向） 

・国の動向に合わせて，平成 27 年 3 月策定した「第４次福岡市子ども総合計

画」に施策の一つとして子どもの貧困対策を位置付け，総合的に推進していく

こととした。 

・平成 28 年度に，子どもの生活状況等に関する調査を実施。その結果も踏ま

えて，必要な施策等について検討していくこととし，同年，各局が連携して子ど

もの貧困対策を総合的に推進するため，「福岡市子どもの貧困対策に関する

推進本部」を設置した。 

・平成 29 年度に，こども未来局 総務企画課に主査（子どもの貧困対策等担

当）を設置。 

熊本市 

2015 年（平成 27 年）３月に策定した「熊本市子ども輝き未来プラン 2015」を補

足する個別実施計画として 2019 年（平成 31 年）１月「熊本市子どもの未来応

援アクションプラン」を策定し、子どもの貧困対策をさらに推進した。策定部署

として子ども政策課が担当。 
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問 6 

 

貴貴自自治治体体ににおおいいてて、、実実施施ししてていいるる、、独独自自ままたたはは特特徴徴的的なな子子どどもものの貧貧困困対対策策ととししててのの  

取取りり組組みみやや工工夫夫ががああれればば、、教教ええててくくだだささいい。。  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

北海道 ・全道の子ども食堂マップの作成 

・子どもの居場所の新規立ち上げに向けたアドバイザーの派遣等 

青森県 大学入学時奨学金制度（大学入学時に要する一時金について大学入学前に

貸与） 

岩手県 ①子どもの居場所づくりに取り組む団体等の連携組織である「子どもの居場

所ネットワークいわて」にコーディネーターを配置し、総合相談窓口の設置や

研修会の開催、支援のマッチングなど開設・運営に関する支援を行う。 

②市町村が子どもの居場所の新規開設及び機能強化を行う団体等に対し、

立ち上げ又は機能強化に要する経費を補助する場合に、その経費の一部を

補助する。 

宮城県 ○地域における子どもの貧困対策モデル事業 

・子どもの貧困対策事業については，子どもが貧困に陥っている背景が多様

であり，一律の対応が難しいことから，地域の実情を把握している市町村が率

先して動くべき問題であるが，人的・金銭的な問題等から，各市町村での取組

が進んでいないのが実情 

・そのため，社会福祉法人や社会福祉協議会など既存の社会資源に着目し，

それらの団体が行っている若しくは行ってみたい取組に関し，県が財政的に支

援（助成金の交付）していくことにより，地域における子どもの貧困対策事業の

拡大を図る。 

秋田県 子どもの貧困の実態について啓発を行うため、民生委員の定例会などの小規

模な会合・研修等に対し、県負担で支援。実践者を講師・助言者として派遣す

る事業。 

独自の取り組みを行っているかを自由記述で尋ねた。47 自治体から得た自由記述中、事業

ごとに記載があったものをカテゴリーごとに分析した。 

その結果、子ども食堂の支援に関連するものを挙げた自治体が 12 か所と最も多かった。次

いで子どもの居場所作り支援に関連するものを挙げた自治体および子どもの居場所の専門職

員の配置やコーディネーターやアドバイザーの配置に関するものを挙げた自治体がそれぞれ 7

か所ずつであった。さらに、ひとり親家庭や生活保護世帯など対象は異なるが、子どもの学習支

援に関する事業を挙げた自治体は 6 か所であった。 
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福島県 子ども食堂の開設支援 

「将来の夢応援ガイドブック」（支援情報を掲載した冊子）の配布、HP への掲載 

茨城県 子ども食堂応援事業として、子ども食堂に関する総合相談、人材育成、地域

ネットワークの強化等を行う拠点を設置し、子ども食堂の立ち上げや活動の継

続を支援しております。 

埼玉県 子供の居場所実施団体を県内の小学校区の数と同じ８００か所にするという目

標を設定し、立ち上げ時に必要なノウハウなどを提供する「こどもの居場所づく

りアドバイザー」の派遣や、子供の居場所実施団体とそれらを支援したいと考え

る企業や個人とをつなぐための「こども食堂フォーラム」の開催をしている。 

また、子供の支援に関わりたいと考えている企業や団体、個人などからなる

「こども応援ネットワーク埼玉」を立ち上げ、同ネットワークを活用した情報共有

やマッチングを実施している。 

千葉県 学識経験者や現場の支援者等から構成される計画の策定作業部会や、学識経

験者や現場の支援者に対するヒアリングの結果等から、子どもの貧困対策を推

進するに当たり、行政や民間団体等による支援策と、支援が必要な子ども、家庭

とを「つなぐ」ための体制整備が必要であり、また、支援につなぐために、まずは

支援が必要な子ども、保護者、家庭への「気づき」が重要と考えている。 

  こうしたことから、支援の必要性に気づき、その気づきを適切に支援につな

げるため、「気づき」のためのチェックシート及び具体的な支援につなぐための

ガイドブックの作成に向け検討を進めている。 

東京都 上記調査結果を踏まえ、区市町村に専任職員を配置して、生活に困窮する子

育て家庭等を必要な事業や関係機関につなぐための調整などに取り組む区

市町村への支援（子供の貧困対策支援事業）、地域で実施している様々な子

育てサービスを掲載した冊子「とうきょう子育て応援ラック」を都内公立小学校

に通う 1 年生の保護者全員に学校を通して配布（子育てサポート情報普及推

進事業）を実施。 

石川県 市町担当職員（母子福祉）を対象とした情報交換会 

山梨県 市町村が計画の策定や子ども支援の地域ネットワークを立ち上げる際、専門

家の助言等を要する場合、県で専門家の手配と謝礼などを負担している（令

和 2 年度のみ実施）。 

長野県 通信制高校のサポート校を利用している低所得世帯の生徒に対して利用料を

助成することにより、経済的負担を軽減し、高校卒業資格の取得や社会的自

立を促進する。 

岐阜県 子どもの居場所(学習支援や子ども食堂等）づくりや子ども宅食を新たに始め

ようとしている者又は既に始めている者を対象に、県がそれぞれの分野にお

けるアドバイザーを派遣し、支援を行う。 
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愛知県 子どもの貧困対策を推進するために、2019 年 3 月に「子どもが輝く未来基金」

を創設し、県民の方からの寄附金を活用して、児童養護施設入所児童等の自

立支援、子ども食堂の支援に取り組んでいる。 

京都府 こどもの城づくり事業を実施（詳細は下記のとおり）

https://www.pref.kyoto.jp/koho/dayori/201807/toku_02.html 

大阪府 ○子ども輝く未来基金 

 …社会全体で子どもの貧困対策の取組を進めるという機運を高めるとともに

善意の受け皿として平成 30 年 3 月に創設。寄附金を活用し、学習教材・自転

車の購入支援や体験活動への参加支援など、直接子どもたちに提供するもの

を基本に事業を実施。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/kodomo-mirai/ 

和歌山県 ・子供食堂支援事業として、電化製品等や書籍等の購入経費に加えて食品衛

生責任者養成講習会受講費も補助対象経費とし、子供食堂を実施する団体

等を支援している 

補助率 1/2、１ヶ所あたり 10 万円～20 万円上限（県単） 

鳥取県 ・高校生の通学費助成 

・他機関協働の包括的支援の推進 

・地域と行政が一体で困難な家庭や子どもに支援を届けるアウトリーチ推進 

・私立中・高生への授業料支援 

・フリースクール通学費支援 

・こども食堂の充実（事業立上げ経費、運営経費助成） 

岡山県 下記、事業等を「子どもの未来応援プロジェクト」として令和元年度より実施中 

【子どもの未来応援ネットワークによる連携ケア事業】 

〇事業概要 

市町村の専門職員が保育所や児童館等を巡回し、支援が必要な子どもを発

見するとともに、関係者による連携ケア会議を実施し、ケースワークにより子ど

もの実情に応じた支援につなげるモデル事業に対し支援する。 

【子どもの未来応援市町村支援チーム派遣事業】 

〇事業概要 

 連携ケア事業に取り組む市町村を県の専門職員による支援チームが伴走

支援することでモデル事業の円滑な実施を図るとともに、研修会の開催やス

ーパーバイザー派遣により市町村の対応力向上を図る。 

広島県 広島県では貧困対策事業として、特定の事業を行うのではなく、それぞれの

分野で行う事業に貧困対策を含み、総合的に応援することとしている 

山口県 ・子ども食堂サポート事業 

 推進コーディネーターの配置や開設セミナーの開催等により、子ども食堂の
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開設・運営を支援 

・やまぐち子ども・子育て支援ファンド事業 

 ファンドに子ども食堂を支援する助成枠を設け、子ども食堂の普及・定着を

支援 

香川県 〇香川県子どもの未来応援ネットワーク事業 

本事業については、（福）香川県社会福祉協議会に委託して実施しており、子

ども食堂等の子どもを支援する「支援の場」と、それを応援する個人や企業等

の「サポーター」をマッチングすることで、地域で子どもたちを支援するネットワ

ークの構築を図っている。 

本事業を通して、サポーターから寄付いただいた食材等を「支援の場」に提供

したり、フードバンクの取組みとつなげるなどのマッチングを行うとともに、「支

援の場」に対し、各種助成金等に関する情報提供を行い、安定的に事業継続

できるよう支援している。 

愛媛県 ●子どもサポートコーディネーターを設置(2 名)し、県内で展開されている民間

ベースの様々な子育ての取組みや支援企業等の情報を収集するとともに、有

識者で構成するえひめ子育て支援ネットワーク会議を設置し、情報の共有と

先駆的な取り組みや活動の広がりを促進する支援を行っている。 

●官民共同で創設した子どもの愛顔応援ファンドを活用し、きめ細かな支援に

努めることとしており、子育て世帯や貧困等の問題を抱える子どもを支援する

団体等の活動への支援を行っている。 

●中学生や高校生が通学に使用する自転車を卒業生等から新入生にリレー

するシステムの構築を目指し、「自転車リレー事業」を実施している。 

●子どもの貧困といった福祉の諸課題を解決するために、「食」を通して交流

する拠点となる食堂（交流食堂）の普及を目指し、新規開設や継続運営に繋

がる支援を行っている。 

高知県 ・子どもや保護者の居場所や見守りの場となる「子ども食堂」に対し、県民等

の寄附を積み立てた基金を財源とした財政支援（補助金）を実施 

福岡県 県内５か所に困窮する子ども及びその保護者の相談をワンストップで受け付

ける「子ども支援オフィス」を設置している。（自立相談支援事務所に併設） 

子ども支援オフィスでは相談者が抱える問題に応じた支援を盛り込んだ支援

計画を作成し、関係機関と連携しながら課題解決に向けた支援を実施してい

る。 

長崎県 平成 30 年度の子ども生活実態調査から見えてきた課題などを踏まえ、庁内や

市町で検討を行い、専門家の意見を伺いながら、令和 2 年度からの事業を構

築。(確実に支援につなぐ仕組みづくりや民間を活用した子どもへの直接的な

支援充実、気軽に相談できる体制整備） 
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熊本県 ・市町村が各地域に応じて取り組む貧困対策事業を推進する補助事業を実施 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、活動を休止している子ども食

堂等が安全・安心に活動を再開・継続できるよう衛生対策用品の購入に活用

できる補助事業の実施 

・ひとり親家庭を対象とした「地域の学習教室」を県内全市町村で開催する目

標を掲げて取組を実施 

大分県 ・地域ネットワーク形成の支援 

子ども食堂と地域の関係機関による連絡会の設置、子ども食堂運営者向け研

修の開催、専任コーディネーターによる新規開設等の運営支援 

・市町村に対する支援 

子ども食堂の新規開設や機能強化を支援する市町村に対する助成 

鹿児島県 ・学識経験者で構成される「鹿児島県子ども・子育て支援会議」に「子どもの生

活支援対策部会」を設置し、子どもの生活支援対策について議論。 

・子どもの貧困対策に資する対策を行っている庁内各課で構成する「子どもの

生活支援対策推進連絡会議」（事務局:子育て支援課）を設置し、情報共有と

連携を図っている。 

・自治体等が行っている様々な子どもの生活支援対策を掲載したリーフレット・

ガイドブックを作成し、子どもの保護者等に一斉に配布する「子どもの生活支

援対策周知・啓発事業」の実施。 

・民間における自発的なボランティアの取組である、いわゆる「子ども食堂」に

対する支援 

沖縄県 １ 沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用した事業 

平成 28 年２月に「沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例」を制定。同条例に

基づく 30 億円の基金を設置し（設置期間は令和３年度末まで）、市町村が実

施する子どもの貧困対策に資する事業に交付金を交付するとともに、県にお

いて、実態の把握や支援メニューの周知等を実施。 

①就学援助の充実（市町村） 

②放課後児童クラブの利用料の負担軽減（市町村） 

③子どもの貧困実態調査（県） 

④ライフステージに応じた横断的な支援メニューの周知事業（県） など 

２ 沖縄子供の貧困緊急対策事業（内閣府） 

全国に比べて特に深刻な沖縄の子供の貧困に関する状況に緊急に対応するこ

とを目的に、沖縄の実情を踏まえた事業をモデル的・集中的に事業を実施する

ため内閣府により予算措置され、平成 28 年度から県と市町村で事業を実施。 

①子供の貧困対策支援員の配置 

②子供の居場所の運営支援 
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③若年妊産婦の居場所の運営支援 

④広域的な子供の居場所の運営支援 

⑤離島及び広域相談体制整備 など 

札幌市 困難を抱えていると考えられる世帯ほど、相談する人がいない、制度やサービ

スを知らないなど社会的孤立の傾向にあることを踏まえ、「子どもコーディネー

ター」が児童会館や子ども食堂など子どもの居場所を巡回し、必要な支援につ

なげるアウトリーチ型の相談支援事業を平成 30 年８月から実施している。 

横浜市 本市における貧困対策の令和２年度の重点取り組みは別紙のとおりです。 

(分析者 注)別紙として、「横浜市子どもの貧困対策に関する計画の概要」の

添付がありました。 

相模原市 ●子ども・若者未来基金・・本市における子どもの貧困対策を長期的・安定的

に推進していくため、市民・起業からの寄付を積み立て、施策の財源として活

用している。 

●子どもの居場所創設サポート事業…無料学習支援や子ども食堂などの運

営団体に対し、取り組みを始める際に必要な情報の提供や活動の周知・運営

に関する相談等の支援を実施している。 

●ひとり親家庭等学習支援事業…ひとり親家庭等の子どもの基本的な生活習

慣の取得、学習習慣の定着等を図るため、家庭教師の派遣を実施している。 

●社会的養護自立支援事業…児童養護施設等に入所（里親委託を含む）して

いる子どもが、将来自立した社会生活を送れるよう、入所中から通所後の一

定期間、自立に向けた支援を行う。（生活相談や就労相談、居住費・生活費、

学習塾代、大学等通学奨学金の給付） 

●給付型奨学金…経済的理由により高等学校等への修学が困難な人への修

学を奨励するため、返還不要の奨学金を給付している。 

新潟市 ・学習支援事業で対象世帯を生活保護受給世帯にひとり親世帯を加えて実施 

・子ども食堂に対する立ち上げへの支援、運営面で支援の実施 

静岡市 外部の関係機関の委員で構成する、子どもの貧困対策推進会議の実施。 

子どもの貧困に関わる部署（子ども未来局・教育委員会・保険福祉長寿局）で

構成する担当者会議・局長会議の実施。 

浜松市 ・H29.3 子どもの未来サポートプロジェクト（子どもの貧困支援体制整備計画）

を策定し、地域と連携した子どもの自立支援に取り組んでいます。 

・地域の社会資源を活用したネットワークを構築・充実させることで、貧困の連

鎖を防止するため、H29 から地域で子どもを支える体制づくりの調整役となる

「コーディネーター」を配置しています。 

・H29 からひとり親世帯や生活保護世帯等の児童のニーズに応えるため学習

支援事業を実施しています。（R2 年度 21 会場） 
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大阪市 ・大阪市こどもサポートネット 

支援の必要なこどもや子育て世帯については、複合的な課題を抱えているこ

とが多く、教育、保健、福祉分野の総合的な支援が必要だが、各種施策が十

分に届いていないといった課題がある。支援の必要なこどもや世帯を学校に

おいて発見し、区役所等の適切な支援につなぐ仕組みを構築し、社会全体で

こどもと子育て世帯を総合的に支援する。 

・こども支援ネットワーク事業 

 地域におけるこどもの貧困などの課題解決のための取組の活性化と、社会全

体でこどもをはぐくむ機運の醸成を図るため、地域でこどもの貧困などの課題解

決に取り組む団体や、企業、社会福祉施設等が参加するネットワークを構築。 

堺市 ・ひとり親家庭への重点的な支援 

 高校卒業程度認定試験のための講座受講費用の支援や就労困難者への

伴走型支援の仕組みなどの就労支援、ファイナンシャル・プランナーへの相談

による家計改善の助言や養育費確保支援などの生活支援、放課後の学びサ

ポートなどの学習支援により、貧困率が特に高いひとり親家庭の経済的自

立、生活の安定、子どもの健全な育成、貧困の連鎖の解消に取り組む。 

・子ども医療費助成事業（所得制限なし） 

 子どもの健康の保持増進等を目的として、市内に住民登録のある 0 歳から

18 歳までの子どもの通院及び入院にかかる医療費を助成する（健康保険適

用の医療費に限る）。所得制限なし。 

・学習と居場所づくり支援事業 

 生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の高校生等を対象として、無料で学習

できる場であり居場所となる場所を提供し、学習習慣や日常生活習慣の形成

や高等学校等からの中途退学を未然に防止するための支援等を行う。 

・子ども食堂ネットワーク構築事業 

 様々な家庭環境で暮らす子どもたちが、地域の身近な場所で、安心して利

用できる居場所や多様な体験ができる環境を構築するため、地域の多種多様

な団体が運営する子ども食堂の開設と持続的な活動支援を行う。 

神戸市 新型コロナウイルスの影響を踏まえて、生活困窮者の中２・３生に加えて、不

登校の中学生や長期入院で学校に通えない中学生向けに、オンラインの学習

支援による個別指導を実施している。 

岡山市 ・子どもの居場所づくり相談窓口を社協に委託し、相談に応じるとともに、子ど

もの居場所のネットワーク交流会を開催し、子どもの居場所作りのハンドブッ

クを作成している。 

・親子応援メール（メルマガ、Line）登録をよびかけ市民団体の支援情報を中

心に支援情報を直接届けることとしている。 
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北九州市 子どもの貧困という面ではなく、子どもの居場所作りや、地域コミュニティーの

形成として子ども食堂等の支援をしている 

福岡市 ・ふるさと納税のメニューとして，「困難を抱えたこども応援」のメニューを設け，

本市の「子どもの食と居場所づくり支援事業※」の歳入として活用している。 

※子どもたちへの温かい食事の提供に加え，調理や学習支援などの居場所

づくりを行う民間団体の活動（いわゆる「子ども食堂」）支援や，児童養護施設

や里親などのもとから巣立つ子どもの自立と生活の向上の支援などに活用。 

熊本市 中学校の空き教室を利用した「放課後学習教室」を開催。 
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問 7 

 

問 7-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.0%

61.7%

55.2%

55.0%

38.3%

43.3%

5.0%

0.0%

1.5%

政令市

（n=20）

都道府県

（n=47）

全体

（n=67）

調整している 調整していない 無回答

子子どどもものの貧貧困困対対策策にに関関すするる計計画画にに目目標標・・指指標標やや施施策策をを盛盛りり込込むむ際際にに、、

管管内内市市区区町町村村とと調調整整をを行行っってていいまますすかか

62.5%

25.0%

12.5%

25.0%

6.9%

27.6%

44.8%

44.8%

18.9%

27.0%

37.8%

40.5%

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

その他

管内市区町村担当課との会議を開催

した

計画策定の検討会委員に市長会や

町村会

から委員を選出し、意見の聴取を

行った

管内市区町村担当課の意見を聞いた 全体（n=37）

都道府県

（n=29）

政令市（n=8）

どどののよよううにに調調整整をを行行っってていいまますすかか（（複複数数選選択択））

子どもの貧困対策に関する計画に目標・指標や施策を盛り込む際に、管内市区町村と調整

を行っているかを尋ねたところ、都道府県の 6 割、政令市の 4 割（政令市の場合は各区との

調整）が行っていると答えた。 

調整を行った都道府県においては意見聴取や代表委員による委員会の開催を行うことによ

るところが多く見られた。政令市は、管内の各区との調整などが少なく「その他」が多いが、こ

れは各区が同じ行政組織であるため、計画等の策定が本庁に任されていることも多いと考え

られる。 

都道府県の 4 割は市町村と調整をせずに独自に計画策定を行っていることがわかった。市

町村施策との整合性や市町村の子どもの貧困対策の都道府県内の進捗確認をどのように進

めるのかについて課題がないか確認していく必要がある。 
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問 8 

 

問 8-1 
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定期的に確認している 不定期だが、必要なタイミングで確認している

子子どどもものの貧貧困困対対策策にに関関すするる計計画画のの推推進進ににああたたりり、、

管管内内市市区区町町村村のの取取りり組組みみ状状況況をを確確認認ししてていいまますすかか
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36.4%

27.3%

27.3%
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36.4%

27.3%

34.1%
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70.5%
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その他

就学援助について

スクールカウンセラーについて

スクールソーシャルワーカーにつ

いて

学習支援事業（無料塾など）につ

いて

子ども食堂について

全体（n=55）
都道府県（n=44）
政令市（n=11）

どどののよよううなな情情報報ににつついいてて確確認認ししてていいまますすかか（（複複数数選選択択））

子どもの貧困対策に関する計画の推進にあたり、管内市区町村の取り組み状況を確認して

いるかについて尋ねたところ、ほとんどの都道府県が定期的あるいは必要に応じて確認してい

ることがわかった。政令市においては、それが 55％と低調だが、直轄している各区のことでもあ

るので、意識して確認するということよりも報告等で上がるということが、ひとつの要因として考

えられるのではないか。 

確認している情報は子ども食堂や学習支援に関するものが全体の 7 割程度、スクールソーシ

ャルワーカーやスクールカウンセラー、就学援助が 3 割程度と福祉施策と教育施策で差が生じ

ている。子どもの貧困対策を主に所管している課の多くが福祉部局であることによる差などが

考えられ、また他の要因等も検討されうるが、本質問のみでは正確な分析には限界がある。 

なお、次の問 9 に連携の例が複数示されている。 
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問 9 

そそのの他他、、管管内内市市区区町町村村とと連連携携ししてていいるるここととががあありりままししたたらら教教ええててくくだだささいい。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 道内の 14 振興局に「子どもの貧困対策地域ネットワーク会議」を設置。会議に

は、管内市町村や関係団体、企業等が構成メンバーとなっている。 

宮城県 ・市町村研修会の開催 

千葉県 計画策定に当たり、子どもの生活実態調査を県内１５市町村と連携の上実施

し、調査結果を当該市町村に情報提供した。 

神奈川県 毎年、子どもの貧困対策に係る「県市町村連絡会議」を開催し、県内市町村の

計画策定の状況や、それぞれの施策について情報共有し、意見交換するな

ど、市町村と連携した取組みを進めています。 

富山県 子どもの貧困対策事業として実施しているこども食堂への支援において、こど

も食堂の立上げに係る経費を市町村とともに補助している（県 1/2、市 1/2）. 

岐阜県 毎年、市町村担当者対象の子どもの貧困対策担当者会議を開催し、子どもの

貧困対策について情報を共有している。 

愛知県 子ども食堂の情報（箇所数、運営者情報、開催回数等）を各市町村から提供し

てもらい、県内の状況をとりまとめている。 

大阪府 ・定期的に市町村子どもの貧困対策担当課長会議を開催し、府施策の情報提

供や市町村における取組事例の紹介等を実施 

 （ただし、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり未実施） 

・「子どもの貧困緊急対策事業費補助金」により、市町村における「課題を有す

る子どもや保護者を発見し、支援へのつなぎや見守り等を行う取組」を支援

（H30 年度～） 

 （補助率：1/2、限度額：１市町村あたり 2,000 万円） 

・「新子育て支援交付金」により、市町村における居場所づくりや学習支援事

業を支援（1 事業あたり 500 万円まで） 

管内市区町村との連携している点について、自由記述で尋ねた。24 自治体から得た自由

記述による回答をカテゴリーごとに分類し、分析した。 

その結果、管内市区町村と連携して子どもの貧困に関する会議を開催している自治体が

8 か所と最も多かった。次いで、子ども食堂の情報を中心として管内市区町村内における情

報のとりまとめや提供を行っている自治体が 7 か所であった。管内市区町村内における事業

等の連携について回答した自治体は 5 か所であった。 
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鳥取県 ・分野横断の取組（教育と福祉の連携） 

 子どもの貧困問題をはじめとした低所得者対策に係る意見交換等により、県

と市町村の福祉部局及び教育委員会が連携して生活困難者対策の取組を推

進している。 

岡山県 【問６】で回答した事業等により、市町村との連携を図っている。 

山口県 子ども食堂の登録情報の提供 開設支援等 

香川県 平成 29、30 年度において、香川県子どもの未来応援事業として、（福）香川県

社会福祉協議会に委託して、県全域において活動し、関係機関や各相談・支

援機関の間で連絡調整を円滑に図ることのできるコーディネーターを配置し、

市町の連携体制構築に向けた指導・助言を行うとともに、市町において支援

体制の要となる人材の養成や資質向上のための研修を実施した。 

また、令和元年度からは、地域におけるネットワークの形成に資するよう、香川

県子どもの未来応援ネットワーク事業において、交流会や研修会を実施する際

に、市町や市町社会福祉協議会にも参加を呼びかけ、支援の場やサポーター

の活動状況や課題等について情報共有を行い、連携を進めるようにしている。 

愛媛県 子どもの愛顔応援ファンド(上記問 6 関係)による事業実施にあたっては、市町

の意思も反映しながら事業計画を立案するとともに、要望のある市町との連携

事業も行っている。 

長崎県 県と市町で構成する長崎県子ども貧困対策推進協議会で先進事例の紹介な

ど情報共有等を実施している 

熊本県 先述の市町村の取組みを支援する補助事業の実施 

(分析者 注)問 6 の回答を指すものと思われる。 

宮崎県 平成 29 年度より毎年１回、全市町村の子ども貧困対策担当を対象に県主催

の会議を行い、市町村の取組状況に関する情報共有や意見交換等を実施し

ている。 

鹿児島県 ・市町村長を対象とした会議等における説明・協力依頼 

・市町村の事業担当等を集めた会議における周知・協力依頼 

（事業を執行する上で、かねてから市町村とは情報共有、連携を図っている。） 

沖縄県 ○沖縄子供の貧困緊急対策事業（分析・評価・普及事業） 

令和元年度に、糸満市とうるま市をモデル市として選定し、社会資源量調査

（子どもの居場所を含む社会資源がどの程度設置されているか）及び支援状

況等調査（社会資源が、困窮世帯に活用されているか）を実施。 

令和２年度においては、前年度調査で明らかとなった課題（必要な子どもや家

庭に社会資源を繋ぐ流れができていないこと）に対応するため、糸満市とうる

ま市において、子ども達を必要な支援に繋ぐための手法（スクリーニング）の

導入モデル事業を実施。 
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横浜市 本市計画に掲載している事業等については、行政区と連携して取り組みを進

めています。 

新潟市 関連部署との検討会議の開催 

大阪市 こども食堂等こどもの居場所に関する調査を区役所で行い、情報を共有して

いる。 

広島市 子どもの貧困対策関係部署（健康福祉局、教育委員会など）で構成する会議

において、情報共有等を行っている。 
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問 10 

 

〔〔都都道道府府県県ののみみ〕〕貴貴管管内内のの市市区区町町村村ににおおけけるる子子供供のの貧貧困困にに関関すするる計計画画のの策策定定状状況況をを  

把把握握ししてていいまますすかか。。  把把握握ししてていいるる場場合合はは、、市市区区町町村村のの状状況況もも教教ええててくくだだささいい。。  
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策定済み割合 今後策定予定の割合

都道府県にのみ、管内の市区町村における子供の貧困に関する計画の策定状況を把握

しているか尋ねた。結果としては、すべての都道府県(47 自治体)が把握していると回答が

あった。 

管内の市区町村のうち、計画をすでに策定している、または今後策定予定である割合を、

47 都道府県および全国平均で示したものが、上記の図である。すると、6 都道府県が、す

べての管内市区町村が計画を策定済みまたは今後策定予定との回答であった。また、9 都

道府県が 80%以上との回答だった。一方で、5 都道府県では 20％未満であり、最も低い

都道府県は 4.7％に過ぎなかった。また、30％未満の自治体も８都道府県見られた。 

  換言すれば、都道府県によっては管内のほとんどの市区町村が子どもの貧困に関する計

画を(今後も含め)作成しているにもかかわらず、一部の都道府県ではかなり少ない傾向が

あり、都道府県ごとで格差や偏差が顕著であることが見える結果であった。 

  また、都道府県の人口規模の大きさや、所在ブロック(九州ブロックなど)による、関連性

の傾向は明確ではなかった。 

  市区町村単位で見ると、今回の調査では全国 1738 市区町村のうち、すでに策定され

ている自治体は、662 団体（38.1％）、今後策定予定である自治体は、197 自治体

（11.3％）、両者を足すと全国で 859 団体(49.4％)となった。約半数の市区町村が計画

を策定(予定を含む)していた。 
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問 11-1 

 

〔〔都都道道府府県県ののみみ〕〕市市区区町町村村のの計計画画策策定定をを促促進進すするるたためめにに、、有有効効なな工工夫夫やや  

改改善善すすべべきき課課題題ががあありりままししたたらら教教ええててくくだだささいい。。➀➀工工夫夫ににつついいてて。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 市町村計画策定を支援するため、令和２年（2020 年）６月に「市町村子どもの

貧困対策推進計画策定の手引き」を作成し、管内市町村に配布した。 

岩手県 内閣府との共催により、市町村担当職員を対象とする「地域における子供の

貧困対策研修会」を開催し、子どもの貧困に関する講演や、市町村計画策定

に関する事例発表などを行った。 

宮城県 ・既に計画を策定済みの自治体における計画策定プロセスを，未策定の自治

体間で情報共有する 

秋田県 策定していない市町村を訪問してヒアリングを実施し、他計画との一体的策定

なども含めたいろいろな可能性をお示しし、市町村に合った形での策定につい

て情報提供、協議、助言などを行った。 

茨城県 他県・他市の事例や子ども・子育てに関する総合計画等の一部として策定して

いる例、地域子供の未来応援交付金の活用等、計画策定に係る情報を提供

しました。 

埼玉県 ・子供の貧困問題に関する周知や子供の貧困対策計画の策定に関して、内

閣府との共催で市町村向け研修会を実施。 

千葉県 国の地域子供の未来応援交付金の活用促進。 

神奈川県 子どもの貧困対策に係る「県市町村連絡会議」を通じて、県内市町村の計画

策定の状況を共有することで、計画の策定が促進されたと考えられます。 

新潟県 市町村担当者向けの研修会を実施する（来年度予定） 

富山県 県の子どもの貧困対策計画の見直しについて、市町村に随時、情報提供する

とともに、会議の機会を捉えて説明の上、計画策定に向けた働きかけを行っ

た。 

「市区町村の計画策定を促進するために、有効な工夫や改善すべき課題」について都道府県

にのみ尋ねた。32 都道府県から得た自由記述による回答をカテゴリーごとに分類し、分析した。 

その結果、市区町村の計画策定を促進するために有効な工夫として、子どもの貧困対策推進

計画の実施プロセスに関する情報提供に関する内容を挙げた自治体が 18 都道府県と最も多

かった。次いで、子どもの貧困対策推進計画に関する市区町村レベルの担当者に対する研修会

や説明会などに関する内容を挙げた自治体が 8 都道府県あった。さらに、地域子供の未来応援

交付金の補助事業の活用促進のための働きかけに関する内容を挙げた自治体が 7 都道府県

あった。 

－ 27 －



山梨県 内閣府が定期的に行っている策定状況調査に併せて、計画策定をしていない

市町村に対し、策定済みの市町村の計画の策定方法（単独計画、他計画との

連動等）と計画そのものを参考に提供している。 

長野県 県内全市町村の策定状況を情報提供している 

岐阜県 市町村担当者会議等の機会を活用し、計画策定の意義を説明し、促進を図っ

ている。 

愛知県 市町村の福祉課担当課長を集めた会議の場で、下の②課題に対し、以下のと

おり対応方針を示した。 

ア 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」により、「子供の貧困対策に関

する大綱」に掲げられている重点施策及び県計画の施策や目標を勘案した上

で、市町村計画における施策の方針及び目標を検討すること。 

イ 子ども・子育て支援事業計画と一体的に策定する場合は、子育て支援所

管課と策定のスケジュール及び策定方法について調整すること。 

  また、市町村で取り組む施策のうち、子どもの貧困対策に資する施策を確

認の上、計画への位置づけと施策の進捗管理について施策所管課と調整す

ること。 

三重県 県の計画の中で、市町の具体的取組と計画目標を示すことで、各市町におい

ても子どもの貧困対策にかかる検討がなされるよう、間接的ではありますが働

きかけを行っています。 

また、令和元年度には子どもの貧困対策推進会議として、市町担当者に向け

た「子どもの貧困対策について」の講義会を行っています。(講師は内閣府子

どもの貧困対策担当者） 

京都府 市町村に関しては、法改正を受けて計画策定を呼びかけてきており、特に子

ども・子育て支援計画が、改定の時期にあったことから当該計画の一部として

策定することを勧めていたところ 

奈良県 ・市町村版の子どもの貧困計画例(フォーマット）の提示 

鳥取県 ・他計画（子ども・子育て支援事業計画、地域福祉計画等）との一体的な策定

の検討。 

・ＳＤＧｓの取組のうちの一つとして策定。 

島根県 R 元年度に実施した、子どもの貧困に関する実態調査の市町村別データを提

供し、説明するとともに働きかけを行った。今後、県計画の素案等を情報提供

する中で、引き続き働きかけて行く。 

岡山県 ・担当者会議等で計画の策定が努力義務化されていることの周知 

・「地域子供の未来応援交付金」の積極的利用による計画策定の依頼を実施。 

山口県 子ども子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画の改定時

に、子どもの貧困対策を位置付け県が実施した調査などのデータの提供 
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香川県 本県においては、平成 28 年度に香川県子どもの未来応援アンケート調査を実

施し、県内における子どもの貧困の実態調査を行った。その際、保護者に対

する調査に関しては、県内市町と協定書を締結し、調査対象者の抽出や送付

先住所等の情報提供を市町に依頼する代わりに、県において調査票の集約

や調査結果の分析を行い、市町毎の調査データを市町に提供するなど、連

携・協力して実施した。 

市町においては、提供した調査データを元に、計画策定を行ったところもあり、ア

ンケート調査の実施に係る経費節減、事務効率の観点から、県と市町が共同で

調査を実施することは、計画策定を促進するための一助になると思われる。 

愛媛県 市町からの相談への対応はもとより、計画策定に係る交付金(地域子供の未

来応援交付金)の活用等の助言を行っている。 

福岡県 子どもの貧困計画を単独で策定することが困難な場合は、子ども・子育てプラン

等の他計画の改定時期にあわせて、子どもの貧困対策計画の内容を盛り込ん

でもらうなど、他計画の改定時期を踏まえた計画策定の促しが必要と考える。 

また、県内の貧困の状況がわかる指標や子ども食堂をはじめとする地域資源

などの情報提供が有効と考える。 

長崎県 ・長崎県子ども貧困対策推進協議会など、様々な機会を通じて働きかけを行

っている。 

・県計画の数価目標の一つに設定。 

熊本県 ・市町村が計画を策定するための後押しとして、事前調査を含めた計画策定

に活用できる補助事業の実施 

市町村における子どもの全国対策に係る意識向上に向けた研修等の啓発活

動の実施 

大分県 市町村計画の策定や取組の充実に活用してもらうため、昨年度実施した「大

分県子どもの生活実態調査」の市町村別データを提供した。 

宮崎県 住民に一番身近な市町村において、地域の実情に応じた施策を進めることが

重要であるため、令和２年３月に策定した「第２期宮崎県子どもの貧困対策推

進計画」の数値目標として令和５年度までに「市町村計画策定率１００％」を設

定し、市町村における計画策定を推進することとしている。 

県の取組としては、各市町村担当者を集めた会議を行い、計画策定に充てら

れる交付金の活用方法や、既に策定している自治体からの取組の紹介、民間

団体から講師を呼び、子どもの貧困対策における市町村の役割について紹介

してもらう等、様々な制度の紹介やマッチングを行っている。 

また、自治体の規模が異なると状況も変わるため、自治体規模でグループを

分け、市町村担当者間で意見交換、グループワーク等も行い、横の相互連携

を図ることにより、取り組みやすい環境づくりに努めている。 
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鹿児島県 ・市町村担当者を対象とした説明会の開催 

・民生委員・児童委員の研修会における計画策定の周知・啓発 

・地域子供の未来応援交付金の周知 

・相談対応 

沖縄県 市町村においては、市町村に策定が義務づけされている子ども・子育て支援

事業計画の一部に貧困対策計画を位置づけることで、策定数が増加している

ことから、未策定の市町村に対して情報提供を行っている。 

計画策定にあたり、応援交付金や沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用

することで、市町村の事務費負担軽減が図れることから、市町村説明会等で

情報提供を行っている。 
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問 11-2 

 

〔〔都都道道府府県県ののみみ〕〕市市区区町町村村のの計計画画策策定定をを促促進進すするるたためめにに、、有有効効なな工工夫夫やや  

改改善善すすべべきき課課題題ががあありりままししたたらら教教ええててくくだだささいい。。②②改改善善ににつついいてて。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

岩手県 上記研修の開催に当たっての、市町村への事前アンケートでは、計画策定に

ついての課題として、実態調査の手法等がわからない、時間不足、人材不

足、知識不足、ノウハウがない等が挙げられている。 

宮城県 ・市町村の人員・予算確保 

・子どもの貧困についての実態把握 

秋田県 策定された計画が実行性をもって推進されるよう、具体的に評価することがな

かなか難しい。あらゆる指標から総合的に推し測るほかない。 

茨城県 市町村ごとに地域の実情が異なり、取り組みに温度差があります。 

埼玉県 ・市町村間の温度差の解消。 

千葉県 法律による各自治体への計画策定の義務付け等については、全国知事会に

おいて議論されているところであり、本計画については子ども・子育て関係の

計画との一体的な計画を基本とするなどにより、計画策定より施策展開に力

点を置く方が適当と考える。 

東京都 子供の貧困に関する実態の把握が充分に進んでいない自治体もあり、施策で

後押しするための支援が課題である 

新潟県 ・他県と比較すると策定数が低い状況にある。 

・地理的特徴から自治体によって差があり、統一した取組を進めることが難し

い。 

山梨県 〇市町村においては、子どもの生活支援担当をする部署が、福祉、子育て、

教育委員会と複数にまたがっていることから計画策定を含め、国や県からの

照会や事業の実施における担当課が決まらないことや、関係者の調整に時間

を要することが多い。 

〇人口の少ない市町村では、一人の職員が福祉や子育て全般を担当してい

「市区町村の計画策定を促進するために、有効な工夫や改善すべき課題」について都道府

県にのみ尋ねた。24 都道府県から得た自由記述による回答をカテゴリーごとに分類し、分析し

た。 

その結果、市区町村の計画策定を促進するために改善すべき課題として、地域間の温度差

に関する内容を挙げた自治体が 9 都道府県あった。また、マンパワー不足に関する内容を挙げ

た都道府県が 8 か所あった。さらに、子どもの貧困対策推進の必要性の認識が十分でない市

区町村の存在に関する内容を挙げた都道府県が４か所あった。 
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ることが多く、計画策定が努力義務となっていることを理由に市町村としての

取り組みの優先順位が低いため、策定作業が後回しになってしまう。 

長野県 計画策定は市町村の「努力義務」とされているため、「ニーズがない」「該当者

がいない」と回答する市町村への対応に苦慮している。 

岐阜県 計画を策定する必要性が低いと感じている市町村がある。 

静岡県 子どもの居場所づくりを行っている団体に活動費を助成 

愛知県 （計画未策定の市町村から出された未策定の理由より） 

ア 子どもの貧困の定義や指標が明らかでなく、計画の目標を設定できないため。 

イ 庁内調整・連携を行っていないため。 

奈良県 ・子どもの貧困対策の担当部署がない 

・人員不足 

鳥取県 ・部局（担当）の縦割り（分野横断的な計画策定が必要） 

・計画策定の意義（子どもの貧困対策に係る施策推進の必要性の認識不足） 

岡山県 ・小規模自治体の計画策定状況が低調なこと。 

（貧困家庭を個別に把握し、対応しているため、計画を策定するまでもないと

考えているとの意見が多い。） 

山口県 人員及び予算の確休 

愛媛県 計画策定は努力義務とされているため、各自治体間で取組みに濃淡がある。 

福岡県 特に町村においてはマンパワー不足から、計画策定の事務負担が大きいと思

われる。 

また、子どもの貧困対策計画策定の必要性も自治体によって温度差があるこ

とから、市町村研修による策定促しだけではなく、個別に説明を行っていくこと

が必要と感じている。 

熊本県 市町村によっては計画策定の予定が未定の場合もあるなど、管内の取り組み

状況に差が生じている 

大分県 ・まだ計画を策定予定のない市町村の状況把握 

・市町村要保護対策地域協議会への貧困対策の取り入れ 

宮崎県 県内で比較的規模の小さい町村において、計画策定が進んでいない。理由と

しては、子どもの数が少ないため全て把握ができており、計画までは必要な

い、子どもの貧困対策計画を新たに策定するマンパワーが足りないという意

見がある。 

鹿児島県 ・子どもの貧困については、これまで社会福祉の観点から、世帯単位で捉えら

れていた貧困が、子どもの貧困率などの統計データや「子どもの貧困対策の

推進に関する法律」の制定によって「子ども」の観点から捉まえ直しがなされた

面があることから、「子どもの貧困対策」といっても、それ自体が単独で存在す

るものではなく、以前から行われてきた生活保護、生活困窮者自立支援制
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度、児童手当、児童扶養手当、母子寡婦福祉資金、生活福祉資金、ひとり親

世帯の医療費助成、乳幼児医療の無償化、奨学のための給付金、各種の奨

学金及び返済支援といった各部局にまたがる様々な子どもの貧困対策に資

する施策を、市町村計画において「子どもの貧困対策」として見せることの理

解が進んでいない（市町村もどのように「計画」にしたらよいか困っている）。 

・子どもの貧困率などの統計データによって示されがちな「子どもの貧困」が、地

域住民の生活実感として認知されていない、理解が進んでいない面もあり、地域

住民のニーズとして計画策定を求められている状況とは言い難い面もある。 

・「子どもの貧困対策」として効果的な施策については苦慮しているように見受

けられる。 

沖縄県 マンパワー不足を主な要因とする市町村が多い。 

また、市町村において、指標の設定や高校生期から若年期の実態の把握が

難しいことが課題としてあげられている。 
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都道府県・政令市子どもの貧困対策計画等についての 

アンケート調査 
 

 

 

 

 

 

 

本調査票にご回答いただく自治体名、担当課、係名（よろしければご担当者様名とご連絡先）をご記入

ください。 

 

都道府県名   

担当課 （                    ）課 （                           ）係 

ご担当者様  

ご連絡先 TEL        （            ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問１】子どもの貧困対策に関する計画をどのような位置付けで策定していますか。あてはまる番号を１

つ選んでください。 

１． 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困対策に関する 
独自の計画を策定している   

２． 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困対策に関する 
計画を、子ども・ 子育てに関する総合計画等の一部として設けている 

３． 子どもの貧困対策に関連する各事業の計画 
（例：ひとり親家庭支援、教育関係等の計画） の中に部分的に含まれている 

 

都都道道府府県県・・政政令令市市ににおおけけるる子子どどもものの貧貧困困対対策策計計画画ににつついいてておお聞聞ききししまますす。。  

- 1 - 

都道府県・政令市子どもの貧困対策計画等についての 

アンケート調査 
 

 

 

 

 

 

 

本調査票にご回答いただく自治体名、担当課、係名（よろしければご担当者様名とご連絡先）をご記入

ください。 

 

都道府県名   

担当課 （                    ）課 （                           ）係 

ご担当者様  

ご連絡先 TEL        （            ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問１】子どもの貧困対策に関する計画をどのような位置付けで策定していますか。あてはまる番号を１

つ選んでください。 

１． 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困対策に関する 
独自の計画を策定している   

２． 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困対策に関する 
計画を、子ども・ 子育てに関する総合計画等の一部として設けている 

３． 子どもの貧困対策に関連する各事業の計画 
（例：ひとり親家庭支援、教育関係等の計画） の中に部分的に含まれている 

 

都都道道府府県県・・政政令令市市ににおおけけるる子子どどもものの貧貧困困対対策策計計画画ににつついいてておお聞聞ききししまますす。。  

- 1 - 

都道府県・政令市子どもの貧困対策計画等についての 

アンケート調査 
 

 

 

 

 

 

 

本調査票にご回答いただく自治体名、担当課、係名（よろしければご担当者様名とご連絡先）をご記入

ください。 

 

都道府県名   

担当課 （                    ）課 （                           ）係 

ご担当者様  

ご連絡先 TEL        （            ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問１】子どもの貧困対策に関する計画をどのような位置付けで策定していますか。あてはまる番号を１

つ選んでください。 

１． 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困対策に関する 
独自の計画を策定している   

２． 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困対策に関する 
計画を、子ども・ 子育てに関する総合計画等の一部として設けている 

３． 子どもの貧困対策に関連する各事業の計画 
（例：ひとり親家庭支援、教育関係等の計画） の中に部分的に含まれている 

 

都都道道府府県県・・政政令令市市ににおおけけるる子子どどもものの貧貧困困対対策策計計画画ににつついいてておお聞聞ききししまますす。。  
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【問２】子どもの貧困対策に関する計画策定の主管課はどこですか。 

最もあてはまる番号を１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【問２－１】問２でお答えいただいた課が担当になった経緯について、ああててははままるる番番号号ををすすべべてて選んでく

ださい。 

         

 

 

 

 

 

 

 

【問３】子どもの貧困対策に関する計画を策定するにあたっての予算をどのように確保していますか。 

      ああててははままるる番番号号ををすすべべてて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

【問４】「子供の貧困対策に関する大綱」の改正を受けて、計画を見直していますか。 

      あてはまる番号を１つ選んでください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 子どもの貧困対策のための専門部署 ２. 子ども・ 子育て関係 

３. 保育関係 ４． 福祉（ 生活保護） 関係 

５. 福祉（ 生活保護以外） 関係 ６． 教育関係 

７. 健康関係 ８. 市民活動促進・ コミュニティ関係 

９. その他（                         ）  

１. 子どもの貧困対策のための専門部署として設置されたため 

２. 人材を確保しすい部署だったため 

３. 一番効果的に施策を推進できるため 

４. その他（                                                    ） 

１. 地域子供の未来応援交付金を使った 

２. 県独自の予算を確保した 

３. その他（                          ） 

１. すでに新しい計画を策定した 

２． 見直し中である 

３． 今後予定している 

４． まだ検討していない 

５． 見直しはしない 
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【問５】子どもの貧困対策を推進していく上で、貴庁内で司令塔となる部署・担当者を置いていますか。 

 

 

 

  【問５－１】問５で「１．置いている」を選択した方にお聞きします。 

      ➀司令塔となる部署や担当者の所属する課はどこですか。最もあてはまる番号を１つ選んでくだ 

      さい。 

 

 

 

 

         

 

 

 

②司令塔となる部署や担当者には、子どもの貧困対策のみを担当する専任職員が配置されて

いますか。あてはまる番号を１つ選んでください。 

※専任とは、他の業務を兼務していない正規の職員のことです。 

 

 

 

③司令塔となる部署や担当者を置いた理由や経緯（時期、予算など）について教えてください。 

 
 

【問６】貴自治体において実施している、独自または特徴的な子どもの貧困対策としての取り組みや工

夫があれば、教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 置いている ２． 置いていない 

１. 子どもの貧困対策のための専門部署 ２. 子ども・ 子育て関係 

３. 保育関係 ４． 福祉（ 生活保護） 関係 

５. 福祉（ 生活保護以外） 関係 ６． 教育関係 

７. 健康関係 ８. 市民活動促進・ コミュニティ関係 

９. その他（                         ）  

１. 配置している ２． 配置していない 

 

子子どどもものの貧貧困困対対策策にに関関すするる推推進進体体制制及及びび取取りり組組みみににつついいてておお聞聞ききししまますす。。  
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【問７】子どもの貧困対策に関する計画に目目標標・・指指標標やや施施策策をを盛盛りり込込むむ際際に、管内市区町村と調整を行

っていますか。あてはまる番号を１つ選んでください。  

 

 

   

【問７−１】問７で「１．調整している」を選んだ方にお聞きします。 

どのように調整を行っていますか。あてはまる番号をすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問８】子どもの貧困対策に関する計画の推進にあたり、管内市区町村の取り組み状況を確認していま

すか。あてはまる番号を１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

  【問８−１】問８で「１．定期的に確認している」「２．不定期だが、必要なタイミングで確認している」

を選んだ方にお聞きします。 

どのような情報について確認していますか。ああててははままるる番番号号ををすすべべてて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

【問９】その他、管内市区町村と連携していることがありましたら教えてください（計画事項以外も含む）。 

         

 

 

 

 

 

１． 調整している ２. 調整していない 

１．管内市区町村担当課の意見を聞いた 

２．計画策定の検討会委員に市長会や町村会から委員を選出し、意見の聴取を行った 

３．管内市区町村担当課との会議を開催した 

４．その他（                                                           ） 

１． 定期的に確認している 

２． 不定期だが、必要なタイミングで確認している 

３． 確認していない 

１. 子ども食堂について ２. 学習支援事業（無料塾など）について 

３. 就学援助について ４． スクールソーシャルワーカーについて 

５． スクールカウンセラーについて ６． その他（                          ） 

都都道道府府県県・・政政令令市市計計画画ににおおけけるる市市区区町町村村ととのの連連携携ににつついいてておお聞聞ききししまますす。。  
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【問 10】貴管内の市区町村における子供の貧困に関する計画の策定状況を把握していますか。 

把握している場合は、市区町村の状況も教えてください。 

（あてはまる番号１つに〇、（    ）に数字を記入） 

 

  

 

 

 

 

 

 

【問１１】市区町村の計画策定を促進するために、有効な工夫や改善すべき課題がありましたら教えてく 

ださい。 

      ①工夫について 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ②課題について 

 

        

１. 把握している ２. 把握していない 

➡管内（     ）市区町村中 

（     ）市区町村が策定済み 

        （     ）市区町村が今後作成予定 

 

都都道道府府県県のの方方ののみみおお答答ええくくだだささいい。。    

子子どどもものの貧貧困困対対策策にに関関すするる市市区区町町村村計計画画にに関関ししてておお聞聞ききししまますす。。  
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【問１２】今後、市区町村へのヒアリングを予定しております。その際に参考になるような貴管内市区町村

の取り組みや工夫があれば、教えてください。現状で把握している情報で構いません。 

自治体名 取り組みや工夫 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上となります。ご協力いただき、ありがとうございました。 
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