
 

 

 

 

 

 

田川市子どもの貧困対策推進計画策定の背景  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの相対的貧困率について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。

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しています。 

この法律に基づき、今を生きる子どもたちがいかなる環境下にあっても、将来に

希望を抱き健やかに育つ社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合的に推進す

るため「田川市子どもの貧困対策推進計画」を策定します。 

子どもの相対的貧困率は、厚生労働省の作成基準に基づき、世帯の所得分布から

一定の計算式により決まる数値として算出しています。田川市では、基準となる貧

困線１２２万円以下の子どもの人数の割合は２２．７％（アンケートの有効回答票

に基づく）となり、国の割合１３．９％を上回っています。 

 

 

 

等
価
可
処
分
所
得 

有効世帯の子どもの人数  529 人  

子どもの人数  

  
所得額  

121.43 万円  

所得額  

122.98 万円  

貧困線以下  

120 人  

貧困線 122 万円  



田川市の現状（福岡県、国との比較） 

  

１ ひとり親世帯数の割合 

  平成 28 年度におけるひとり親世帯数の割合を県、国と比較すると、本市は県、国の

割合よりも高く、また、国の 1.61％より 2 倍以上高い割合の 3.85％となっています。 

 

■田川市、福岡県、国のひとり親世帯数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生活保護受給者数及び生活保護受給世帯数の割合 

  生活保護受給者及び生活保護受給世帯の割合を、県、国と比較すると、本市は受給者

及び受給世帯ともに県、国の割合よりも高く、平成 29 年度の受給者の割合は 59.08‰

で県の約 5.5 倍、国の約 3.5 倍となっています。 

 

■田川市、福岡県、国の生活保護受給者数の割合の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田川市 福岡県 国 

総世帯数におけ

る母子・父子世

帯の割合 

3.85% 

その他の世帯 

96.15% 
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３ 就学援助受給率 

就学援助受給率を県、国と比較すると、本市の小学校の就学援助受給率は平成 25 年

度から平成 27 年度にかけて増加傾向にあり、県、国の水準よりも高く、平成 27 年度

は 35.43％で、県の 1.5 倍以上、国の 2 倍以上の率となっています。中学校の就学援

助受給率はわずかに減少傾向にありますが、平成 27年度には37.59％となっており県、

国の水準よりも高い状況です。 

 

 

■田川市、福岡県、国の小学校の就学援助受給率の動向 

 

 

■田川市、福岡県、国の中学校の就学援助受給率の動向 
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子どもの生活実態調査について  

  

◆保護者の状況（アンケート調査結果について一部抜粋） 

◇親の婚姻状況：「離婚（別居中を含む）」について、困難度が高い世帯は 43.4％で、

それ以外の世帯（13.0％）を大きく上回っています。 

 

◇困難度が高い世帯では、無料の学習支援の利用について「今後利用したいと思う」

が最も多く 66.0％で、それ以外の世帯（51.4％）を上回っています。 

 

72.9% 

19.1% 

1.3% 

2.0% 

4.6% 
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0.5% 

1.1% 

2.2% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

結婚している（事実婚を含む） 

離婚（別居中を含む） 

死別 

未婚・非婚 

無回答 

全体(n＝303) 困難度が高い世帯(n＝53) それ以外の世帯(n＝185) 
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現在利用している 

利用するつもりはない 

今後利用したいと思う 

わからない 

無回答 

全体(n＝303) 困難度が高い世帯(n＝53) それ以外の世帯(n＝185) 



◆子どもの状況（アンケート調査結果について一部抜粋） 

 

◇将来の夢の有無：困難度が高い世帯の子どもは「ない」が 38.5％で、それ以外の世

帯の子ども（21.3％）を大きく上回っています。また、その理由について、困難度が高

い世帯の子どもは「夢をかなえるのは難しいから」が 15.0％で、それ以外の世帯の子

ども（7.7％）を上回っています。 

▼将来の夢 

 

▼将来の夢がない理由 
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毎年度、田川市、福岡県及び全国の数値について、最新データを調査し、比較分析を行う。

子どもの貧困に関する指標

基準日等

子どもの相対的貧困率 22.7% - 13.9%

年少人口【0～14歳】（人） 6,377 692,700 15,950,238
H30.1.1現在
（市民課・住民基本台帳人
口・世帯数表参照）

市：平成29年 田川市子ども
の生活実態調査
国：平成28年 国民生活基礎
調査

0.11%

世帯数（世帯） 24,497 2,398,419 58,007,536

項　目（単位） 田川市 福岡県 全国

生産人口【15～64歳】（人） 24,154 3,078,257 76,963,206

老年人口【65歳～】（人） 15,806

人口総数（人） 48,643 5,130,773 127,707,259

市：Ｈ30.3.31現在
（子育て支援課）
県・国：H30.3.31現在＜福岡
県人口移動調査・国人口推
計・厚生労働省福祉行政報
告例＞

特別児童扶養手当受給者(人） 109 10,521 233,937

1,359,688 34,793,745

父子世帯
父子世帯数(世帯） 70 1,837 64,695

母子世帯
母子世帯数(世帯） 898 24,271 986,985

母子世帯の割合（％） 3.67% 1.01% 1.70%

父子世帯の割合（％） 0.29% 0.08%

市：Ｈ27.9.30現在
（子育て支援課）
県・国：H27.10現在
＜国勢調査・厚生労働省福
祉行政報告例＞
　（㈱ぎょうせい）

人口における生活
保護率

総人口（人） 48,643 5,130,773 127,707,259

特別児童扶養手
当受給者数及び
その割合

20歳未満総人口（人） 8,243 904,584 21,478,000

保護率（％） 5.82% 2.48% 1.66%

Ｈ30.1.1現在
（生活支援課）被保護者数（人） 2,831 127,339 2,118,848

特別児童扶養手当受給者の割合（％） 1.32% 1.16% 1.09%

被保護者の割合（％） 4.60% 2.07% 1.30%

市：Ｈ30.1.1現在
（生活支援課）
県・国：H27.7.31現在
＜福岡県の生活保護・厚生
労働省被保護者調査＞
（㈱ぎょうせい）

18歳未満の被保護者数(人） 325 17,091 252,880
18歳未満の生活
保護受給者数及
びその割合

18歳未満人口(人） 7,064 826,747 19,494,093

市：Ｈ30.3.31現在
（生活支援課自立支援係）
県：H25.4.1現在
＜福岡県子どもの貧困対策
推進計画＞
国：H25.4.1現在
＜厚生労働省社会・援護局
保護課＞
（㈱ぎょうせい）

大学等進学率（％） 11.10% 34.00% 32.90%

生活保護受給世
帯におけるひとり
親世帯数及びそ
の割合

総世帯数(世帯） 24,497 2,439,381 58,007,536

133 5,668 92,373

被保護世帯のうちひとり親世帯の割合（％） 6.23%

2.83%

被保護世帯のうちひとり親世帯数(世帯）

高等学校卒業後就職率（％） 31.00% 42.50% 46.10%

5.91% 5.63%

Ｈ30.1.1現在
（生活支援課）

被保護世帯数(世帯） 2,134 95,928 1,640,002

被保護世帯の割合（％） 8.71% 3.93%

806 60,433 913,378

児童数(人）

生活保護世帯の
子どもの進学率及
び就職率

高等学校等進学率（％） 92.60% 87.10% 90.80%

271,060 6,425,754

就学援助受給者
率　【小学校】

要保護者数（人） 26 5,639 83,049

2,636

受給者率（％） 30.58% 22.30% 14.21%

一人当たり受給額（円） 52,248

要保護者数（人） 20 3,631 53,749

379 30,978 499,007準要保護者数（人）

32.89% 26.06% 17.26%

就学援助受給者
率　【中学校】

一人当たり受給額（円） 54,560

生徒数(人） 1,213 132,802 3,202,018

受給者率（％）

要・準要保護者数合計（人） 399 34,609 552,756

市：Ｈ28.3.31現在
（学校教育課学校教育係）
県・国：H28.3.31現在
＜就学援助実施状況等調査
＞（文部科学省　初等中等
教育局財務課高校修学支援
室）

準要保護者数（人） 780 54,794 830,329

要・準要保護者数合計（人）



田川市子どもの貧困対策推進計画での取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 現行事業の推進 

⑴ 現行事業の概要及び活動指標 

各調査から読み取れる課題に対応する本市の現行事業（別紙１）について、毎

年度、担当部署のヒヤリングを実施し、事業の進捗及び活動指標（第５次総合計

画）の達成状況を把握するとともに、新規事業の取組の有無を確認します。  

  

２ 子どもの貧困対策関係団体等への支援 

⑴ 子どもに関係する手当・支援情報等の提供 

毎年度、子どもの貧困対策関係団体等に、子どもの相談・支援に活用してもら

うため、３つの支援ツールとして「子どもの年齢別 各種手当・助成等早見表」

（別紙２）、「子どもに関する各種支援一覧」（別紙３）及び「子どもに関係する

相談窓口一覧」（別紙４）の最新情報を提供します。 

 

３ 子どもの居場所づくり事業の推進 

⑴ 「田川市子どもの居場所づくり事業費補助金」の創設 

  地域における子どもの貧困対策の推進に当たって、家でも学校でもなく自分の

居場所と思えるような場所を提供する「子どもの居場所づくり」による支援が重

要視されています。地域の力を活かし、子どもの居場所づくり等を進めていく観

点から、子どもの居場所づくり事業を実施する田川市内の団体に対し、その経費

の一部を補助します。 

 

⑵ 「田川市こどもの居場所づくりネットワーク会議」の設置 

田川市内で子どもの居場所づくり事業に取り組む団体等が相互に連携を図り、

また、子どもに関する情報交換を行うことを目的に、田川市子どもの居場所づ

くりネットワーク会議を平成３１年度から設置します。 

 

 ※参考資料：子どもの居場所づくりに関するアンケート及びヒヤリング集計結果 



 施策体系と現行事業（７４事業） 別紙１ 

施策体系 
現行事業 

施策の柱 施策の方向性 施策の推進内容 

１教育の支援 

⑴「学校」をプラットフォームとした総合的な子ども

の貧困対策の展開 

①学校教育による学力保障  ・学力向上プロジェクト事業  

・教育研究所運営事業 

②学校を窓口とした福祉関連機関等との連携  ・スクールソーシャルワーカー派遣事業  

・学校適応指導・支援事業  

③地域による学習支援 ・休日学習支援事業 

⑵貧困の連鎖を防ぐための幼児教育に係る経済的負担

の軽減及び幼児教育の質の向上  

貧困の連鎖を防ぐための幼児教育に係る経済的負担の軽減及び幼児教育の

質の向上 

・保育所運営委託事業 

・幼稚園就園奨励費事業  

・公立幼稚園運営事業 

・公立保育所運営事業 

・家庭支援推進保育事業  

⑶就学支援の充実 ①義務教育段階の就学支援の充実  ・生活保護費（教育扶助）  

・就学援助事業（要保護・準要保護児童生徒補助金）  

・関係機関と連携した就学前教育充実事業 

・進路指導推進事業 

・学校教育振興補助事業（小学生集団宿泊事業）  

②「高校生奨学金給付金（奨学のための給付金）制度」などによる経済的負

担の軽減 

・生活保護費（生業扶助）  

・奨学金事業 

③特別支援教育に関する支援の充実  ・特別支援教育充実事業  

・就学援助事業（特別支援教育就学奨励費）  

⑷大学進学に対する教育機会の提供  ①高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実  ・奨学金事業【再掲】 

②国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援  ・奨学金事業【再掲】 

⑸生活困窮世帯等への学習支援  生活困窮世帯等への学習支援  ・生活困窮者自立相談支援事業（就学促進事業）  

・生活困窮者自立支援事業（子どもの学習支援事業）  

・若年者専修学校等技能習得資金事業  

⑹その他の教育支援 ①多様な体験活動の機会の提供  ・地域連携、外部人材活用事業  

②教育福祉の連携 ・福祉、教育及び保健の連携推進事業  

・教育福祉連携会議 

２生活の支援 

⑴保護者の生活支援 ①保護者の自立支援 ・自立相談支援事業 

・生活困窮者自立支援事業（家計相談支援事業） 

・ひとり親家庭等日常生活支援事業  

・自立支援教育訓練給付金事業  

・高等職業訓練促進給付金等事業  

②保育等の確保 ・保育所運営委託事業【再掲】  

・幼稚園就園奨励費事業【再掲】  

・公立幼稚園運営事業【再掲】  

・公立保育所運営事業【再掲】  

・延長保育促進事業 

・一時保育事業 

・病児・病後児保育事業  

・ファミリーサポートセンター事業  

・障がい児保育事業 

・家庭支援推進保育事業【再掲】  

・放課後児童健全育成事業  

③保護者の健康確保 ・母子保健訪問指導事業（乳児家庭全戸訪問事業）  

・健康診査事業 

・地域自殺対策強化事業  

・子育て世代包括支援センター事業  

・地域子育て支援事業 

④母子生活支援施設等の活用  ・母子生活支援施設委託措置事業  

⑵子どもの生活支援 ①食育の推進に関する支援  ・学校給食運営事業 

⑶関係機関が連携した包括的な支援体制の整備  ①関係機関の連携 ・女性相談事業（DV 関係） 

⑷子どもの就職支援 ①子どもの就職支援 ・ふるさと就職支援事業（就活列車）  

⑸その他の生活支援 ①妊娠期からの切れ目ない支援等  ・母子保健訪問指導事業【再掲】  

・乳幼児育成指導事業 

・乳幼児健康診査栄養指導事業  

・妊産婦健康診査事業 

・子育て世代包括支援センター事業【再掲】  

・地域子育て支援事業【再掲】  

・児童相談事業 

②住宅支援 ・住居確保給付金事業 

・市営住宅入居対象者拡大事業  

・市営住宅運営事業（子育て世帯に対する市営住宅入居要件緩和措置）  

③教育福祉の連携 ・教育福祉連携会議【再掲】 

３保護者に対する就労の支援 

①親の就労支援 ・被保護者就労支援事業  

・地域生活支援事業（日中一時支援）  

・保育所運営委託事業【再掲】  

・公立保育所運営事業【再掲】  

・延長保育促進事業【再掲】  

・自立支援教育訓練給付金事業【再掲】  

・高等職業訓練促進給付金等事業【再掲】 

・男女共同参画推進事業（子育て女性就職支援相談）  

・ふるさと就職奨励事業（企業説明会・人材育成・就職奨励金）  

・正規雇用転換奨励事業  

・放課後児童健全育成事業【再掲】 

②親の学び直しの支援 ・生活保護費（生活扶助）  

・自立支援教育訓練給付金事業【再掲】  

・就業援助事業 

４経済的支援 

①児童扶養手当の公的年金との供給調整に関する見直し  ・児童扶養手当支給事業 

②ひとり親家庭の支援施策についての調査・研究の実施に向けた検討  ・ひとり親家庭等医療費助成事業  

③教育扶助の支給方法 ・生活保護費(教育扶助）【再掲】  

④生活保護世帯の子どもの進学時の支援  ・生活保護の実施 

・生活保護受給中の高校生の就労収入認定しないものの取扱い  

・生活保護費(生業扶助）【再掲】  

⑤その他の経済的支援 ・障害児福祉手当 

・自立支援医療（育成医療）給付事業  

・障害者（児）等補装具費支給事業  

・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業  

・保育所運営委託事業【再掲】  

・児童手当支給事業 

・特別児童扶養手当支給事業 

・助産施設措置委託事業 

・出産祝金支給事業 

・子育てクーポン券支給事業  

・子ども医療費助成事業  

・重度障がい者医療費助成事業  
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子どもの年齢別　各種手当・助成等早見表

区分
乳幼児期 学齢期（小学生） 学齢期（中学生） 青年期（高校生） 成人

ＪＲ通勤定期乗車券の割引 

自立支援教育訓練給付金 

高等職業訓練促進給付金 

子ども医療支給制度 

ひとり親家庭等 

医療費支給制度 

子育てクーポン券 
助産施設 

母子父子寡婦福祉資金貸付 

生後８週以内に申請 出産祝金 

住居確保給付金事業 

自立支援医療（育成医療）給付事業 

障害者（児）等補装具費支給事業 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 

重度障害者医療費支給制度 

スキルアップ助成金（就業援助制度） 

就学援助事業 

（要保護・準要保護児童生徒援助費） 

若年者専修学校等技能習得資金事業 

就学援助事業（特別支援教育就学奨励費） 

奨学金 

児童扶養手当 

児童手当 

特別児童扶養手当 

障害児福祉手当 

育英資金 

別紙２ 



※ここに記載の各種制度を利用するためには、それぞれ異なる条件があります。詳しくは担当課へお問合せください。 

区分 制度名称 概要 担当課 

各
種
手
当 

児童手当 
家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に

資することを目的として、児童を養育している方に手当を支給します。 

子育て支援課 
子育て支援係 

児童扶養手当 
父母の離婚または死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、

手当を支給します。 

子育て支援課 
子育て支援係 

特別児童扶養手当 
精神または身体が障害の状態にある２０歳未満の児童を在宅で監護している父もしく

は母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。 

子育て支援課 
子育て支援係 

障害児福祉手当 
重度障害児に対して、その障害のため必要とする精神的、物質的な特別な負担の軽

減を目的として支給されます。 

高齢障害課 
障害者支援係 

保
健
・
医
療 

ひとり親家庭等医療費支
給制度 

母子及び父子家庭、父母のいない子が病院にかかったときの自己負担額を超える医

療費負担を助成します。 

市民課 
保険係 

子ども医療費支給制度 
子どもの健康を保持増進するため、中学生以下の子が病院にかかったときの自己負

担額相当分を助成します。 

市民課 
保険係 

重度障害者医療費支給制

度 

重度障害者医療費の受給資格認定を受けた者が、病院にかかったときの医療費の

一部を助成します。 

市民課 

保険係 

給
付
金 

自立支援教育訓練給付金 
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職につなげる能力開発のために受講した、

教育訓練講座の受講費用の一部を助成します。 

子育て支援課 
子育て支援係 

高等職業訓練促進給付金 
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するため、養成機

関で１年以上就業している場合に、一定期間の経済的支援を行います。 

子育て支援課 
子育て支援係 

住居確保給付金事業 
住宅を失った者またはその恐れが高い者に対して、積極的な求職活動等の条件のも

と、家賃相当額の給付金を支給し、代理納付します。 

生活支援課 
自立支援係 

自立支援医療（育成医療）
給付事業 

身体に障害のある子ども及び、治療しないと将来的に障害が残ると認められる子ども

で、その身体障害を除去、軽減する治療によって確実に効果が期待できる者に対し

て、自立支援医療費の支給を行います。 

高齢障害課 
障害者支援係 

就学援助事業（要保護・準
要保護児童生徒援助費） 

就学困難な児童生徒に対し、新入学学用品費、学用品費、修学旅行費、給食費、医

療費を援助します。 

学校教育課 
学校教育係 

就学援助事業（特別支援
教育就学奨励費） 

特別支援学級に在籍する、就学困難な児童生徒に対し、新入学学用品費、学用品

費、修学旅行費、給食費、医療費を援助します。 

学校教育課 
学校教育係 

奨学金 
大学１年相当以上の学校に在学する、学業成績が優秀または向上心の高い学生及

び生徒で、経済的な理由により修学が困難な者に対して、学資等を給付します。 

学校教育課 
学校教育係 

補
助
・
助
成 

軽度・中等度難聴児補聴
器購入費助成事業 

聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けることができない軽度・中等度難聴児

が補聴器を購入する際、購入代金の一部を助成します。 

高齢障害課 
障害者支援係 

スキルアップ助成金（就業
援助制度） 

職に就かれた方が、失業中または在学中に支払った公共職業訓練を受講する際の

教科書代等の経費や、資格等の取得にかかる費用を助成します。(上限５万円) 

産業振興課 
新産業創出係 

そ
の
他 

ＪＲ通勤定期乗車券の割引 
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方で、通勤定期乗車券を購入する場合、

普通定期券の３割引で購入できる制度があります。 

子育て支援課 
子育て支援係 

子育てクーポン券 
子育て家庭の経済的負担を軽減し、育児用品の購入費用の一部を助成するため子

育てクーポン券を配布します。 

子育て支援課 
子育て支援係 

出産祝金 
田川市では、お子様の誕生をお祝いし、次世代を担う新たな市民として健やかに成

長していただくことを願って、祝金を支給します。 

子育て支援課 
子育て支援係 

助産施設 
妊婦さんが、保健上必要があるのにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受

けることができない場合、児童福祉法に基づいて指定された施設に入所して出産する

ことができる施設です。 

子育て支援課 
子育て支援係 

母子父子寡婦福祉資金貸
付 

ひとり親家庭の母または父、寡婦への経済的自立や生活意欲の助長、その子どもの

福祉の増進をはかるため、各種資金の貸付をします。 

子育て支援課 
子育て支援係 

若年者専修学校等技能習
得資金事業 

経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して、技能習

得資金の貸与をします。 

学校教育課 
学校教育係 

障害者（児）等補装具費支
給事業 

身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者の方に対し、補装具の購入や修理に係

る費用の一部を負担します。 

高齢障害課 
障害者支援係 

育英資金 
高等学校以上の学校に在学する、学業成績が優秀または向上心の高い学生及び生

徒で、経済的な理由により修学が困難な者に対して、学資等を貸与します。 

学校教育課 

学校教育係 

別紙２ 



子どもに関する各種支援一覧（手当・助成等を除く） 別紙３

○教育の支援

どのような方法で 何を どうする

生活保護費（教育扶助） 生活支援課 生活保護受給者 金銭給付・現物給付
義務教育に伴って必要な教科書等、
通学用品、学校給食等

最低限度の生活を維持することが出
来るようにする

生活保護費（生業扶助） 生活支援課 生活保護受給者 金銭給付・現物給付
生業に必要な器具・技能の習得等、
就労に必要なもの

収入を増加させ、自立助長につなげ
る

生活困窮者自立相談支援事業
（就学促進事業）

生活支援課
自立支援係

生活保護世帯及び生活困窮世帯の
小学校５年生～高校３年生

人的支援 支援対象者
生活保護世帯及び生活困窮世帯で
育つ子どもの貧困が世代を超えて連
鎖することを予防する

生活困窮者自立支援事業
（子どもの学習支援事業）

生活支援課
学校教育課

市内中学校に在籍する中学１年生～
中学３年生

数学、英語の学習支援及び体験型学
習

受講生 就学意欲や自尊感情の向上を図る

保育所運営委託事業
子育て支援課
子ども未来係

保護者の労働又は疾病その他の事
由により、保育所における保育を必
要とする乳幼児

民間保育所等に対し運営費を支弁す
る

保育を必要とする乳幼児を 民間保育所等において保育する

幼稚園就園奨励費事業
子育て支援課
子ども未来係

就園する児童の保護者に対して入園
料及び授業料の減免を行う私立幼稚
園

設置者が所得の低い保護者へ入園
料及び授業料の減免を行った措置に
対して

補助金を 交付する

公立幼稚園運営事業
子育て支援課
子ども未来係

市立幼稚園に通う児童 幼稚園として適切な環境を整備し 幼児を 保育し、心身の発達を助長する

公立保育所運営事業
子育て支援課
子ども未来係

保護者の労働又は疾病その他の事
由により、保育所における保育を必
要する乳幼児

公立保育所として、適切な保育環境
を整備し

保育を必要とする乳幼児を 公立保育所において保育する

スクールソーシャルワーカー派遣事業
学校教育課
学校教育係

不登校及び不登校傾向にある小中学
生に対し

子ども支援連携推進室と連携し
学校だけでは対応が困難な事例等に
対して、

学校、家庭、関係機関と調整、連携を
図りながら、子どもを取り巻く環境の
改善を図る。

学校適応指導・支援事業
学校教育課
学校教育係

不登校及び不登校傾向にある小中学
生に対し

適応指導教室（サウンドスクール）で
科目の学習や様々な体験学習を行っ
たり、スクールソーシャルワーカーを
配置することにより

科目の学習や様々な体験学習、児童
生徒に関する相談に対応しながら

学校生活及び社会生活への適応指
導を行う。

休日学習支援事業
学校教育課
学校教育係

市内中学生生徒のうち、受講を希望
する者に対して

学年ごとに、さらに学年の中でも習熟
度別に分けて

数学及び英語の授業を行いながら、
分からないところをサポートすること
で

学力の向上を図る
（5月下旬から3月上旬にかけての土
曜日（全29回））

○生活の支援

どのような方法で 何を どうする

母子保健訪問指導事業
地域福祉課
保健センター

妊産婦、新生児、乳幼児 自宅に訪問し 育児不安、乳幼児の発達について 相談に応じ、指導を行う

健康診査事業
地域福祉課
保健センター

市民 業者に委託し 疾病の早期発見を目的に 6月～1月に健診（検診）を実施する

地域自殺対策強化事業
地域福祉課
保健センター

市民 講演会等を実施し
心の健康に関する正しい知識の普及
や相談窓口の周知を行い

自殺予防を図る

子育て世代包括支援センター事業
地域福祉課
保健センター

妊産婦及び乳幼児
医療機関、助産院に委託、教室を開
催し

産後退院直後の母子の心身のケア
や育児のサポート等を実施して

費用の助成及び母子保健や育児等
の相談支援等を実施する

乳幼児育成指導事業
地域福祉課
保健センター

育児に不安を抱える保護者や、発達
に遅れが見られる乳幼児等

個別指導及び教室実施 乳幼児の発達の遅れ等について

専門的な見地から指導する
（心理相談24回/年、
　運動相談12回/年、
　言語相談48回/年）

乳幼児健康診査栄養指導事業
地域福祉課
保健センター

乳幼児及び保護者 面談 健康状況、発達の状況 健診を行い、育児の相談を行う

妊産婦健康診査事業
地域福祉課
保健センター

妊婦 福岡県医師会に委託し 疾病等に対する予防措置として 健診にかかる費用を助成する

保育所運営委託事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

保護者の労働又は疾病その他の事
由により、保育所における保育を必
要する乳幼児

民間保育所等に対し運営費を支弁す
る

保育を必要とする乳幼児を 民間保育所等において保育する

幼稚園就園奨励費事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

就園する児童の保護者に対して入園
料及び授業料の減免を行う私立幼稚
園

設置者が所得の低い保護者へ入園
料及び授業料の減免を行った措置に
対して

補助金を 交付する

公立幼稚園運営事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

市立幼稚園に通う児童 幼稚園として適切な環境を整備し 幼児を 保育し、心身の発達を助長する

公立保育所運営事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

保護者の労働又は疾病その他の事
由により、保育所における保育を必
要する乳幼児

公立保育所として、適切な保育環境
を整備し

保育を必要とする乳幼児を 公立保育所において保育する

一時保育事業
子育て支援課
子ども未来係

・保護者の傷病等により一時的、緊
急的に自宅で保育できない乳幼児
・育児に伴う心理的、肉体的な負担
の解消を図りたい保護者

中央保育所及び伊田保育園において
保育士を加配する

一時的、緊急的な理由等により家庭
で保育できない乳幼児を

保育する

事業名 担当部署 対象者
事業内容

事業名 担当部署 対象者
事業内容



子どもに関する各種支援一覧（手当・助成等を除く） 別紙３

どのような方法で 何を どうする

病児・病後児保育事業
子育て支援課
子ども未来係

保護者の就労等により、子どもが病
気の際に自宅での保育が困難な世
帯（対象：生後3ヶ月～小学6年生ま
で）

専用施設（田川市病児病後児保育
室）において

病中、病後の児童を 保育する

ファミリーサポートセンター事業
子育て支援課
子ども未来係

原則、田川市内に在住又は勤務して
いる人

そだちの森内に事務所を設置 会員同士の相互援助活動 調整、支援する

地域子育て支援事業
子育て支援課
子ども未来係

乳幼児、0～18歳の児童及び保護者 電話、来所（面接）
子育て中の保護者及び子育て等に不
安、心配等がある保護者

相談対応、子育て支援

ひとり親家庭等日常生活支援事業
子育て支援課
子ども未来係

児童扶養手当受給水準のひとり親家
庭の母又は父

申請、登録により
市が委託をしている家庭生活支援員
を

派遣し、生活援助や、子育て支援を
行う

母子生活支援施設委託措置事業
子育て支援課
子ども未来係

配偶者のいない女子又はこれに準ず
る事情にある女子及びその者の監護
すべき児童

本人の申請により 母子生活支援施設に
入所させ、保護し、自立のための支
援を行う

児童相談事業
子育て支援課
子ども未来係

０～１８歳未満の児童及びその家族、
妊産婦

面接相談、電話相談、家庭訪問等
個々のニーズ、家庭の状況等に応じ
て最善の方法で課題解決が図れるよ
う

関係機関との連携、社会資源の活
用、支援内容やサービスの調整等を
行い、包括的な支援に結びつくよう支
援を行う。（虐待の未然防止・早期発
見）

女性相談事業（ＤＶ関係）
人権・同和対策課
男女共同参画センター

ＤＶ被害者等

①相談窓口の設置、関係機関の紹
介、同行支援
②広報紙や情報紙等による啓発活動
③啓発研修会の実施

ＤＶ被害者等の一時保護と自立支援

①福祉制度等についての情報提供を
行い、必要に応じて関係機関への手
続きを直接支援する。
②経済的自立のために就職情報の
提供や就業に向けての支援を行う。
③相談窓口の周知を行う。

ふるさと就職支援事業（就活列車）
産業振興課
新産業創出係

高校生（1・2年生）
ハローワークと連携し、地元企業や高
校生（1・2年生）へ参加を呼びかけ

平成筑豊鉄道を利用し
地元企業が説明することで、高校生
の地元就職に繋げる。

放課後児童健全育成事業
学校教育課
学校教育係

児童クラブを利用する児童に対して 小学校の空き教室などを利用して
親等が就労を終えて迎えに来るまで
の間、

遊びや学習を支援したり、生活習慣
についての指導を行う。

○保護者に対する就労の支援

どのような方法で 何を どうする

被保護者就労支援事業
生活支援課
自立支援係

１５歳から６４歳までの稼働年齢の生
活保護受給者

人的支援（求人情報提供、職安への
同行、面接試験等支援）

１５歳から６４歳までの稼働年齢の生
活保護受給者

就労及び増収を図る

地域生活支援事業（日中一時支援）
高齢障害課
障害者支援係

障害者（児） 日帰りの施設利用ができる

①障害児の日中における活動の場
②家族の就労
③日常的に介護している家族の一時
的な休息の時間

①③確保する
②支援する

保育所運営委託事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

保護者の労働又は疾病その他の事
由により、保育所における保育を必
要とする乳幼児

民間保育所等に対し運営費を支弁す
る

保育を必要とする乳幼児を 民間保育所等において保育する

幼稚園就園奨励費事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

就園する児童の保護者に対して入園
料及び授業料の減免を行う私立幼稚
園

設置者が所得の低い保護者へ入園
料及び授業料の減免を行った措置に
対して

補助金を 交付する

公立幼稚園運営事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

市立幼稚園に通う児童 幼稚園として適切な環境を整備し 幼児を 保育し、心身の発達を助長する

公立保育所運営事業【再掲】
子育て支援課
子ども未来係

保護者の労働又は疾病その他の事
由により、保育所における保育を必
要とする乳幼児

公立保育所として、適切な保育環境
を整備し

保育を必要とする乳幼児を 公立保育所において保育する

放課後児童健全育成事業【再掲】
学校教育課
学校教育係

児童クラブを利用する児童に対して 小学校の空き教室などを利用して
親等が就労を終えて迎えに来るまで
の間

遊びや学習を支援したり、生活習慣
についての指導を行う。

○経済的支援

どのような方法で 何を どうする

生活保護費（教育扶助）【再掲】 生活支援課 生活保護受給者 金銭給付・現物給付
義務教育に伴って必要な教科書等、
通学用品、学校給食等

最低限度の生活を維持することが出
来るようにする

生活保護費（生業扶助）【再掲】 生活支援課 生活保護受給者 金銭給付・現物給付
生業に必要な器具・技能の習得等、
就労に必要なもの

収入を増加させ、自立助長につなげ
る

生活保護の実施 生活支援課 生活保護受給者 金銭給付・現物給付
生活扶助・教育扶助・医療扶助・生業
扶助等

最低限度の生活を保障する

生活保護受給中の高校生の就労収入
認定しないものの取扱い

生活支援課

高等学校・夜間学校・技能習得費（高
等学校等就学費を除く）の対象となる
専修学校等に就学する生活保護受
給者

控除
入学の仕度及び就学のために必要と
認められる最小限度の額

自立更生につなげる

事業内容
対象者担当部署事業名

事業名 担当部署 対象者
事業内容

事業名 担当部署 対象者
事業内容



子どもに関係する相談窓口一覧 別紙４

相談項目 相談機関 相談窓口 電話番号 相談内容

田川市子育て支援課子育て支援係 0947 - 85 - 7132
・保健師、家庭児童相談員による母子相談等
・各種手当の申請等

田川市男女共同参画センターゆめっせ 0947 - 44 - 0159 ・女性相談員によるＤＶ相談、女性相談等

福岡県田川保健福祉事務所 0947 - 42 - 9315 ・母子自立支援員による母子相談等

福岡県あすばる女性相談ホットライン
092 - 584 - 1266
（相談受付専用）

・配偶者からの暴力（ＤＶ）相談等

その他 福岡ファミリー相談室 092 - 734 - 6573 ・家庭問題の相談等（有料、予約制）

田川市子ども相談ホットライン 0947 - 44 - 0678
・子育てに関する相談
・いじめ、不登校相談
・児童虐待相談、通告

田川市子育て支援センター 0947 - 44 - 4316
・保育士による育児相談（食事、しつけ、トイ
レットトレーニング等）
・子育てサークル情報

田川市地域福祉課保健センター 0947 - 44 - 8270
・保健師や助産師による子育て相談
・乳幼児健診、予防接種
・乳幼児の発達、言語、運動相談（要予約）

田川市子育て支援課子ども未来係 0947 - 85 - 7131 ・保育所、幼稚園、一時保育等

田川市子ども支援連携推進室 0947 - 85 - 7179 ・子ども及び子どもの保護者の相談及び支援

田川市教育委員会学校教育課 0947 - 85 - 7167
・就学相談
・学校教育に関する相談等
・不登校等に関する相談

福岡県田川児童相談所 0947 - 42 - 0499
・養護相談、非行相談、育成相談等
・児童虐待相談、通告
・里親に関すること

福岡県田川保健福祉事務所精神保健係 0947 - 72 - 9307
・心の健康相談（要予約）
・思春期相談（要予約）

福岡県田川保健福祉事務所家庭児童相談室 0947 - 46 - 1092
・田川郡部にお住まいの方に対する家庭児童
相談員による相談

国 子どもの人権１１０番（福岡法務局） 0120 - 007 - 110 ・子どもの人権問題等

飯塚少年サポートセンターハートケア飯塚 0948 - 21 - 3751
・子どもに関する相談等
・非行、いじめ、犯罪被害などの相談

福岡県立大学　不登校・ひきこもりサポートセンター 0947 - 42 - 1346 ・不登校、ひきこもり等に関する専門相談

福岡県立大学心理教育相談室 0947 - 42 - 1488
・子育てや子どものこと、心の相談（有料、要
予約）

子ども虐待防止ホットライン 092 - 832 - 3030 ・育児不安や悩みなどの相談

いのちの電話【年中無休２４時間】 092 - 741 - 4343
・様々な悩みや不安、身近に相談相手がいな
い等

母子相談等

田川市

福岡県

児童相談等

田川市

福岡県

その他



子どもに関係する相談窓口一覧 別紙４

相談項目 相談機関 相談窓口 電話番号 相談内容

福岡法務局田川支局 0947 - 44 - 1426 ・法律相談

法テラス（日本司法支援センター） 0570 - 078 - 374
・法律の制度や相談窓口についての情報提
供

法テラス福岡 050 - 3383 - 5501 ・法律相談（要予約）

法テラス北九州 050 - 3383 - 5506 ・法律相談（要予約）

田川市社会福祉協議会 0947 - 44 - 5757 ・法律相談、生活福祉資金の相談

田川弁護士センター 0947 - 42 - 2330 ・法律相談（要予約）

福岡県母子寡婦福祉連合会 092 - 584 - 3922 ・法律相談（要予約）

田川市男女共同参画センターゆめっせ 0947 - 44 - 0159
・就職を希望する子育て中の女性の就職支援
（予約優先）

田川市生活支援課自立支援係 0947 - 85 - 7126
・生活相談
・家計相談
・就業相談

福岡県ひとり親家庭等就業・自立支援センター　飯塚ブランチ 0948 - 21 - 0390
・就業相談、就業支援講習会等
・養育費相談

筑豊労働者支援事務所 0948 - 22 - 1149 ・労働相談全般（就業相談は含まない）

子育て女性就職支援センター 0948 - 22 - 1681 ・就業相談、斡旋、育児情報の提供

ハローワーク田川 0947 - 44 - 8609 ・職業相談、斡旋

ハローワーク飯塚 0948 - 24 - 8609 ・職業相談、斡旋

ハローワーク直方 0949 - 22 - 8609 ・職業相談、斡旋

その他 福岡県母子家庭等就業・自立支援センター 092 - 584 - 3931
・就業相談、各種講演会の実施
・養育費相談

田川市 田川市建築住宅課住宅政策係 0947 - 85 - 7152 ・住居に関する相談

田川市住宅管理公社 0947 - 44 - 9888 ・市営住宅に関する相談

福岡県住宅供給公社　田川出張所 0947 - 42 - 9400 ・県営住宅に関する相談

田川市市民課保険係 0947 - 85 - 7140 ・国民健康保険、医療費に関する相談

田川市市民課市民年金係 0947 - 85 - 7136 ・住民票、戸籍関係

田川市高齢障害課障害者支援係 0947 - 85 - 7130 ・障がいをもつ子どもに関する相談

住宅相談

その他

その他 田川市

法律相談

国

その他

就労・労働
相談

田川市

福岡県

国



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

参考資料

事業内容について、どこまで理解して
いますか

おおまかには理解しているが、具体的に
は把握できていない（利用者の年齢、地
区を限定して良いのか、補助金を受けて
良いのか等）

１人で家に居たり、塾などに通えない子ど
も達へ学習支援や居場所を提供する。
（子ども食堂については、家庭でおなかを
すかせていたり、1人で食事をする子ども
に対して無料又は定額で食事や居場所を
提供する）

学習支援等を実施検討している社会福祉法人

事業に関心を持ったきっかけは何です
か

テレビやマスコミの報道。少子高齢社会の
問題と同時に考えており、理事等が会員
となっている理学療法士会の研修会・勉
強会等でも話が出ていた

移転新築の予定をきっかけに、地域の方
と交流できる部屋を設ける事により、場所
の提供ができるようになったこと。また、報
道等も事業に関心を持ったきっかけのひ
とつである

事業について、理事会や評議員会等
で意見などが挙がったことがあります
か

理事同士の話の中で、子どもに対する福
祉サービス、例えば子ども寺子屋みたい
なものをやっていく必要があるという声が
挙がっている

過去に議題として具体的に挙がった事は
ないが、当然社会福祉法人として話題に
なったり、質問などは挙がっている

現在、事業について連携や情報交換
などを行っている機関・部署はあります
か

県立大学の村山教授と様々な情報交換を
行っている。また、田川地区ＰＴＯＴＳＴ連
絡協議会や健康たーんとクラブ等の活動
を通じて、市の関係機関とも様々な情報
交換を行っている

社会福祉協議会とは、福岡ライフレス
キュー事業で関わりがある。その中でネグ
レクトされた子どもに気が付く等、貧困に
ついてのテーマも挙がっている

現在、事業についての検討は、どこま
で進んでいますか

おおまかなプランや構想の段階
平成３１年度に移転新築する際の地域交
流スペースの使用用途として展望を挙げ
ている

事業の実施にあたり、問題点などはあ
りますか

事故発生時の対応や賠償責任（怪我をし
た場合、誰に責任があるのか）、保証など
について、保護者に問われることが想定さ
れる。利用者登録の際に同意書などを徴
取し、保険にも加入するが、市の後援など
で本事業が市と関わりがあることを明確に
してもらえたら法人も保護者も安心できる

地域の方に新施設がどこまで周知しても
らえるか、開放した施設として足を運んで
もらえるかが課題。また、ボランティア等の
確保も課題

事業の実施にあたり、今後、連携・協
力すべき機関・部署はありますか

田川市、田川市教育委員会、民生児童委
員、ＰＴＡ

田川市、社会福祉協議会、福岡県立大学
また、事業実施にあたっては、弓削田小
学校等にも説明を行い、理解を得たい

事業の実施にあたり、市に対して要望
等はありますか

３～５ヶ月分程度（開設準備）でいいので
手続き面、金銭面で運営補助をしてほし
い

市が中心となり、各機関と連携しやすい
ネットワークの構築をお願いしたい。また、
保険料などについて市の負担を望む

子どもの居場所づくりを実施する場
合、どのようなことを想定していますか

平成３１年４月から実施できたらと考えて
いる。平日１６：３０～１８：３０の時間帯を
想定している。職員と福岡県立大学生（ア
ルバイト）が従事し、学習支援や高齢者等
との関わりの場としたい（総合支援事業や
認知症カフェ等の同時実施も検討してい
る）

平日の夕方（放課後）に共働きやシングル
マザーの家庭等を主な対象として、福岡
県立大学生による学習支援（回数等未
定）を想定

どのような子どもを対象としますか
小学４年生～中学３年生（低学年はリスク
が高いと考える）

年齢不問。弓削田、見立地区を想定して
いる

施設のどこで実施しますか
施設内全体（主に和室、交流含めロビー
等全体を使用）

地域交流スペース

どのような事業内容で実施しますか
（学習支援等、週何回・何時間）

学習支援、学童クラブのような内容。１６：
３０～１８：３０（週５回）、県大生のアルバ
イトで実施予定

平日の夕方（放課後）、学習支援

職員、従業員の関わりについて

職員については、グループ会社含め積極
的に関わっていく。１回につき、職員１人、
福岡県立大学生２人（アルバイト）が従事
することを想定

担当職員を配置する。また、福岡県立大
学生にも高齢者と関わりを持ってもらいた
い

現在実施している子ども食堂は、開設して１年
以上が経過しており、現在、他校区でも事業
実施を検討している

子ども食堂を実施しているボランティア団体

平成２９年７月より、毎週土曜日（１１：３０～１
４：００）において、既に子ども食堂を実施して
いる

子ども食堂がテレビなどで取り上げられるのを
見て、以前から開設を考えていた

県立大学ボランティアセンターにおいて、花野
の香ボランティア員のグループ登録を行っても
らっている（１５名）。毎月２５日までに翌月の
参加可能学生数をメール送信してきてくれる

田川市、福岡県立大学、民生委員

運営費補助などがあれば助かる

中学生まで

施設内全体（客席）

子どもの居場所づくりに関するアンケート及びヒヤリング集計結果

平成３０年９月２０日～平成３０年１１月７日実施

社会福祉法人ななせ 社会福祉法人むつみ会 花野の香　子ども食堂ボランティア会

№ 子どもの居場所づくりについての質問

毎週土曜日（１１：３０～１４：００）、子ども食堂
を実施
〇中学生まで・・・無料（１日２０人程度まで）
〇高校生・・・３００円
〇一般・・・５００円（ボランティアは無料）

従業員の数名が子ども食堂の調理に関わっ
ている

子ども食堂が地域に浸透し、利用者が増加し
たため、中学生までの子どもについて、１日２
０人程度までしか受け入れができない。また、
おかわりなどについてもできるだけ対応してお
り、事業継続にあたり運営費維持に不安があ
る
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ボランティア等の活用について
ボランティア（健康たーんとクラブ）１２人、
田川地区ＰＴＯＴＳＴ連絡協議会５０人とも
連携・協力を図っていく

福岡県立大学生を想定している

フードバンク（北九州）の活用について
北九州のフードバンクであれば活用は厳
しい
持ってきてくれるのであれば大歓迎だが

北九州まで取りに行けない

子ども食堂の実施について

理想ではあるが、主に以下のような理由
から現段階で実施予定はない
・栄養士がいない（食中毒、アレルギー
　等リスクが高い）
・「無料なので行ってきなさい」という考え
　の親がいる可能性がある
・中学生等の溜まり場になる可能性があ
　る

まずは居場所づくりを検討しており、今の
ところ子ども食堂の実施までは考えていな
い
物理的には実施可能だが、アレルギー等
の事故が危惧される

保険などの加入について
社会福祉協議会実施の「ボランティア活動
保険」、利用者保険に加入予定

ボランティア保険、行事保険等を想定して
いる

利用者負担について
子どもの保険料については検討中。補助
金があれば助かる

想定していない。学生、子どもの負担は考
えていない

利用者・家族、地域の方の関わりにつ
いて

介護保険事業の利用者等と連携（共生
型）

発表会や利用者との交流も検討している

北九州まで取りに行けない

地域の女性ボランティアにも参加してもらって
いる

福岡県立大学生のボランティア
地域の女性ボランティア（民生委員、一般の
方）

中学生までは無料提供


