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みやま市
子どもの貧困対策推進計画

　生活が困窮した状態から抜け出し、子どもの安定した生活環境を確保するためには保護者の就労に
よる安定的な収入の確保が求められます。そのため、保護者が就労を継続しやすいよう環境を整える
とともに、就職につながる能力開発への支援や就職に関わる相談支援を提供します。

●ファミリーサポートセンター事業

●保育所、認定こども園、事業所内保育所への優先的な入園

●放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ事業）

●病児・病後児保育事業

●保育所・認定こども園での一時預かり事業

●子育て短期支援事業

●就労支援事業

●母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業

●母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

●就業支援機関との連携

　ひとり親家庭や障がいのある人、生活が困窮している世帯などの生活を支援するため、また、生活
困窮状態の改善のため、経済的支援を行うとともに、各種制度の適切な情報提供に努めます。
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●生活福祉資金貸付事業

●児童手当支給事業

●児童扶養手当支給事業

●特別児童扶養手当支給事業

●母子父子寡婦福祉資金貸付相談事業

●子育て世帯家賃補助

●第３子以降出産祝い金

●要保護・準要保護児童生徒就学援助事業

●保育料の負担軽減の充実

●放課後児童クラブ利用料減免事業

●若者定住促進奨学金返済助成事業

●給付型奨学金事業

●ひとり親家庭等医療費助成

●子ども医療費助成

●重度障害者医療費助成

●不妊治療費助成金

●風疹予防接種助成金

施策　　　　　保護者に対する就労の支援４

施策　　　　　経済的支援５
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１ 計画の策定にあたって

■計画策定の背景
■「貧困」について

■絶対的貧困と相対的貧困のイメージ

　平成 20 年に起きた “リーマンショック” 以降、我が国においても、貧困問題が表面化してきました。
国民生活基礎調査（平成 25 年厚生労働省）では、日本の子どものおよそ６人に１人が相対的貧困状態
に置かれているということが示され（平成 27 年調査では約７人に１人）、この結果を受けて、全国的
に子どもの貧困対策への関心が高まり、国を挙げての対策が進められることとなりました。

　こうした中、国では、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、
また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るため、「子
どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定され、平成 26 年 1 月に施行されました。そして、この法
律の規定に基づき、子どもの貧困対策に関する基本的な方針及び子どもの貧困に関する指標並びに当
該指標の改善に向けた当面の重点施策等をとりまとめた「子供の貧困対策に関する大綱」が同年 8 月
に閣議決定されました。また、県においても、平成 28 年に福岡県子どもの貧困対策推進計画を策定し、
計画に基づき取り組みを進めています。

　本市においては、これまでもひとり親家庭への就労支援など子育て家庭への支援を行ってきたとこ
ろですが、すべての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みやま市の
実現を目指して、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、「みやま市子どもの貧困対策推進計画」
を策定します。

　本計画においては、国・地域の生活水準とは無関係な、その日食べるものにも困り、衣服や住居も
満足なものではない「絶対的」貧困世帯に加え、その人が住んでいる社会、時代において、通常行わ
れる習慣や行為が経済的な理由から行えない「相対的」貧困世帯の子どものための対策を推進するこ
とを目的としています。
　相対的貧困については、一定の収入はあるため、
衣食住で困窮を極めるといったことはありません
が、子どもの学習塾代や部活動・クラブにかかる
費用、大学進学資金等が準備できず、貧困世帯の
子どもは夢や希望をあきらめざるを得ない状況と
なっています。

　また、「子どもの貧困の社会的損失推計」（平成 27 年 日本財団）では、子どもの貧困を放置することで、
生涯賃金や税負担額の減少等により、日本全体で数兆円規模の社会的損失が生じるとしているほか、
改善をはかることで、健康増進による医療費等の削減などが期待されるとしており、子どもの貧困問
題は社会福祉的な面だけでなく、経済的・財政的な面からも改善に向けた取り組みが求められます。

絶対的貧困

・風雨を防げる場所がない
・寒さをしのぐ服がない
・十分な食べ物がない

・勉強できるスペースが家にない
・卒業式に普段着でしか行けない
・朝ごはんが食べられない

現代の日本における相対的貧困
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２ みやま市の概況
　若年人口の推移をみると、平成 25 年 6～11 歳と平成 26 年 12～17 歳の区分を除いて一貫して減少
が続いています。

　児童扶養手当受給対象世帯の状況をみると、離婚が事由となる母子世帯が多く、また、受給世帯数
の推移をみると、おおむね増加傾向にあります。

各種調査から見える課題
　本計画策定にあたり、市内の小学生４年生～中学生３年生とその保護者を対象としたアンケートや
関係団体調査、統計データ等の基礎調査を実施しました。その調査結果から以下の課題（一部）が見
えてきました。

295
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17

260

17

34１

０ ０

０ ０

００

０００１ １２

資料：子ども子育て課(各年３月末現在)

資料：子ども子育て課(各年３月末現在)

〈若年人口の推移〉

〈児童扶養手当受給対象世帯の状況〉

〈児童扶養手当受給世帯数の推移〉

（単位：世帯）

（単位：世帯）

計

母子世帯
父子世帯
養育者世帯
受給世帯総数

離婚 死別 未婚 障がい その他

資料：住民基本台帳

7,000
6,257

2,430

2,074

1,753

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

1,697 1,677 1,659 1,630 1,541 1,531 1,504 1,465

2,056 2,028 1,996 2,012 1,948 1,877 1,845 1,790

2,368 2,317 2,280 2,151 2,166 2,123 2,082 2,051

6,121 6,022 5,935 5,793 5,655
5,531 5,431 5,306

（人）

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

12～17 歳
６～11 歳
０～５歳

306 303 308 318 314受給世帯数
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

●社会的に孤立し、支援を受けようとしない
●家庭の中に深くかかわりを持つことが難しい
●貧困が外見上ではなかなか判断がしにくい
●生活困窮世帯の子どもでは自己肯定感が低い傾向がある
●進学の道を開くこと（子どもに判断するための情報を提供すること）が必要
●ひとり親世帯の増加
●ひとり親家庭で収入が安定していない世帯がある
●育児能力不足や子育て意識の欠如。ネグレクト傾向にある。子どもとの
　コミュニケーション不足
●保護者・子どもともに健康的な生活習慣が確立されていない（睡眠不足等）
●食生活が不健康（朝食の欠食、お菓子ごはんやコンビニ弁当が日常化、孤食等）
●子どもの教育費で悩む保護者が特に多い
●金銭感覚が整っていない。計画性がない
●教材費、部活動費等、複数の子どもがいる家庭は負担が重い

各種調査
から見える
課題

●みやま市奨学金制度の創設
●自己肯定感や達成感の獲得につながる体験機会の提供
●食事について地域の民生委員等からのアドバイス
●生活改善の仕方について具体的に例を挙げて説明し、見守る取り組み
●卒業や成長により使わなくなった、子どもの「おさがり」の活用促進
●家計の運営支援

必要な
支援例
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３ 計画の基本方針

計画の基本理念

施策体系

施策　　　　　支援体制の構築と強化1

基本理念 子どもたちのしあわせな将来をつくるまち　みやま

　核家族化による保護者の孤立、子育て知識の不足、人口減少や高齢化による支援の担い手の減少、
共働き世帯の増加、経済状況など、子育て家庭を取り巻くさまざまな環境の変化は、子どもたちの将
来に影響を及ぼしています。
　子どもたちの将来が幸せなものとなるよう、生まれ育った環境によって左右されることのない、また、
貧困が世代を超えて連鎖することのないみやま市を目指して基本理念を設定します。

　相対的な貧困による問題は外見的なところからだけでは気づきにくく、また、課題を抱えている世
帯が周囲の目を気にして支援を求めないこともあり、適切な支援に結び付かないことも多くあります。
そのため、子どもの幸せな将来をつくるための支援体制について、関係機関の連携等により構築・強
化を図ります。

●みやま市健やかネットワークの機能強化

●子育て世代包括支援センター事業の確立と連携

●子育てコンシェルジュの配置

●学校教育との連携強化

●家庭児童相談室の充実

●コーディネーターの配置による支援体制の強化

施策　　　　　教育の支援２

　育った環境により受けられる教育に差が出ないよう、教育の差により将来の選択肢が狭められるこ
とがないよう、児童・生徒の学力向上の促進や様々な体験機会の提供を進めるとともに、子どもたち
が学校のことで悩みを抱え込まないよう、相談支援の充実を図ります。
　そして、子どもを取り巻く諸課題が多様化・複雑化する中で、より地域実態に合わせたきめ細かい
支援ができるよう、地域と協働で子育て・教育支援を推進します。

●学力向上推進事業

●適応指導教室（さくら）

●ヤングテレホンみやま

●教育相談窓口

●子どもの人権ＳＯＳミニレター事業

●コミュニティスクール事業の推進

●学校支援の推進

●学習支援の推進

●体験活動の推進

●ブックスタート事業

●みやま市青少年育成市民会議

●キャリア教育推進事業

施策　　　　　生活の支援３

　子どもの生活は、保護者の生活状況に大きく左右されるとともに、子どもの頃に定着した生活習慣
は大人になっても根付いたままであることが多いため、保護者が健全な生活習慣を確立できるよう、
生活習慣の改善に資する情報や子育てについての情報を提供します。
　また、生活が困窮している世帯に対して、生活の基盤となる住居の確保のための支援や家計管理の
支援、食生活の乱れがある世帯に対しては食育等を推進します。

●母子手帳交付事業及び妊婦健診助成金

●赤ちゃん訪問事業

●親子教室、家庭教育学級

●乳幼児健診及びフッ素塗布事業

●発達相談

●心配ごと相談事業

●生活困窮者自立支援事業

●家計相談支援事業

●みやま市市営住宅の提供

●食育推進事業

●制服等のリユース促進
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３ 計画の基本方針

計画の基本理念

施策体系

施策　　　　　支援体制の構築と強化1

基本理念 子どもたちのしあわせな将来をつくるまち　みやま

　核家族化による保護者の孤立、子育て知識の不足、人口減少や高齢化による支援の担い手の減少、
共働き世帯の増加、経済状況など、子育て家庭を取り巻くさまざまな環境の変化は、子どもたちの将
来に影響を及ぼしています。
　子どもたちの将来が幸せなものとなるよう、生まれ育った環境によって左右されることのない、また、
貧困が世代を超えて連鎖することのないみやま市を目指して基本理念を設定します。

　相対的な貧困による問題は外見的なところからだけでは気づきにくく、また、課題を抱えている世
帯が周囲の目を気にして支援を求めないこともあり、適切な支援に結び付かないことも多くあります。
そのため、子どもの幸せな将来をつくるための支援体制について、関係機関の連携等により構築・強
化を図ります。

●みやま市健やかネットワークの機能強化

●子育て世代包括支援センター事業の確立と連携

●子育てコンシェルジュの配置

●学校教育との連携強化

●家庭児童相談室の充実

●コーディネーターの配置による支援体制の強化

施策　　　　　教育の支援２

　育った環境により受けられる教育に差が出ないよう、教育の差により将来の選択肢が狭められるこ
とがないよう、児童・生徒の学力向上の促進や様々な体験機会の提供を進めるとともに、子どもたち
が学校のことで悩みを抱え込まないよう、相談支援の充実を図ります。
　そして、子どもを取り巻く諸課題が多様化・複雑化する中で、より地域実態に合わせたきめ細かい
支援ができるよう、地域と協働で子育て・教育支援を推進します。

●学力向上推進事業

●適応指導教室（さくら）

●ヤングテレホンみやま

●教育相談窓口

●子どもの人権ＳＯＳミニレター事業

●コミュニティスクール事業の推進

●学校支援の推進

●学習支援の推進

●体験活動の推進

●ブックスタート事業

●みやま市青少年育成市民会議

●キャリア教育推進事業

施策　　　　　生活の支援３

　子どもの生活は、保護者の生活状況に大きく左右されるとともに、子どもの頃に定着した生活習慣
は大人になっても根付いたままであることが多いため、保護者が健全な生活習慣を確立できるよう、
生活習慣の改善に資する情報や子育てについての情報を提供します。
　また、生活が困窮している世帯に対して、生活の基盤となる住居の確保のための支援や家計管理の
支援、食生活の乱れがある世帯に対しては食育等を推進します。

●母子手帳交付事業及び妊婦健診助成金

●赤ちゃん訪問事業

●親子教室、家庭教育学級

●乳幼児健診及びフッ素塗布事業

●発達相談

●心配ごと相談事業

●生活困窮者自立支援事業

●家計相談支援事業

●みやま市市営住宅の提供

●食育推進事業

●制服等のリユース促進

子どもたちのしあわせな将来をつくるまち　みやま子どもたちのしあわせな将来をつくるまち　みやま
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平成 30 年３月

みやま市

みやま市
子どもの貧困対策推進計画

　生活が困窮した状態から抜け出し、子どもの安定した生活環境を確保するためには保護者の就労に
よる安定的な収入の確保が求められます。そのため、保護者が就労を継続しやすいよう環境を整える
とともに、就職につながる能力開発への支援や就職に関わる相談支援を提供します。

●ファミリーサポートセンター事業

●保育所、認定こども園、事業所内保育所への優先的な入園

●放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ事業）

●病児・病後児保育事業

●保育所・認定こども園での一時預かり事業

●子育て短期支援事業

●就労支援事業

●母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業

●母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

●就業支援機関との連携

　ひとり親家庭や障がいのある人、生活が困窮している世帯などの生活を支援するため、また、生活
困窮状態の改善のため、経済的支援を行うとともに、各種制度の適切な情報提供に努めます。

みやま市
子どもの貧困対策推進計画
【概要版】

編集・発行：みやま市　保健福祉部　子ども子育て課
〒８３５－８６０１
福岡県みやま市瀬高町小川５番地
ＴＥＬ：０９４４－６４－１５３５
ＦＡＸ：０９４４－６４－１５１９

●生活福祉資金貸付事業

●児童手当支給事業

●児童扶養手当支給事業

●特別児童扶養手当支給事業

●母子父子寡婦福祉資金貸付相談事業

●子育て世帯家賃補助

●第３子以降出産祝い金

●要保護・準要保護児童生徒就学援助事業

●保育料の負担軽減の充実

●放課後児童クラブ利用料減免事業

●若者定住促進奨学金返済助成事業

●給付型奨学金事業

●ひとり親家庭等医療費助成

●子ども医療費助成

●重度障害者医療費助成

●不妊治療費助成金

●風疹予防接種助成金

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ事業）

施策　　　　　保護者に対する就労の支援４

施策　　　　　経済的支援５

概要版


