
第２期香川県子どもの貧困対策推進計画（仮称）素案の概要 
 

Ⅰ 計画の策定趣旨  

○平成 27 年 8 月に「香川県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、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なく、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長できるかが

わづくりを目指して、子どもの貧困対策を総合的に推進しています。 

○今年６月に、「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、11 月に

は、「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定されました。貧困の連鎖を食い止めるためには、

現在から将来にわたって、すべての子どもたちが夢と希望を持てる社会を目指し、子育てや貧困

を家庭のみの責任とせず、子どもを第一に考えた支援を包括的かつ早期に実施していく必要があ

ると示されました。 

○本県においても法律に基づき、より一層子どもの貧困対策を総合的に推進するため、新大綱を踏

まえた県計画を策定するものです。 

 

Ⅱ 計画の位置づけ  

法律第 9条に定める「都道府県における子どもの貧困対策についての計画」 
 

Ⅲ 計画の期間  

令和 2年度から令和 6年度までの 5年間 
 

Ⅳ 基本目標  

子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることなく、すべての子どもた

ちが夢と希望を持って成長できるかがわづくり  

 

Ⅴ 施策体系  
 

大項目 小項目 

Ⅰ 
教育の支援 
 

 

(1) 幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上 

(2)地域に開かれた子どもの貧困対策のプラットフォームとしての学校指
導・運営体制の構築 

(3)高等学校等における修学継続のための支援 

(4)大学等進学に対する教育機会の提供 

(5)特に配慮を要する子どもへの支援 

(6)教育費負担の軽減 

(7)地域における学習支援等 

(8)その他の教育支援 

Ⅱ 
生活の安定に資するための
支援 

(1)親の妊娠・出産期、子どもの乳幼児期における支援 

(2)保護者の生活支援 

(3)子どもの生活支援 

(4)子どもの就労支援 

(5)住宅に関する支援 

(6)児童養護施設退所者等に関する支援 

(7)支援体制の強化 

Ⅲ  
保護者に対する職業生活の
安定と向上に資するための
就労の支援 

(1)職業生活の安定と向上のための支援 

(2)ひとり親に対する就労支援 

(3)ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労支援 

Ⅳ 経済的支援 
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Ⅵ 指標  

 

No. 指  標 香川県 全 国 出典等 

（１）生活保護世帯の子どもに関する指標 

1 
生活保護世帯に属する 
子どもの高等学校等 
進学率 

92.9% 93.7% 

平成 30年 4月 1日現在 
(県)香川県健康福祉総務課調べ 
(全国)厚生労働省社会・援護局
保護課調べ 

2 
生活保護世帯に属する 
子どもの高等学校等 
中退率 

1.6% 4.1% 

3 
生活保護世帯に属する 
子どもの大学等進学率 

19.5% 36.0% 

4 
生活保護世帯に属する 
子どもの就職率 
（高等学校等卒業後） 

68.3% 46.6% 

5 
生活保護世帯における 
子どもの数とその割合 

1,088 人 

7.4‰ 

221,753 人 

11.6‰ 

平成 29 年 7月 31 日現在 
(県・全国)平成 29 年度被保護
者調査 
割合算定の際に分母とする全体の

子どもの数（17 歳以下の人数）

は、10 月 1日現在 

（２）児童養護施設の子どもに関する指標 

6 
児童養護施設の子ども 
の高等学校等進学率 

100.0% 95.8% 

平成 30年 5月 1日現在 
(県)香川県子ども家庭課調べ 
(全国)厚生労働省子ども家庭局
家庭福祉課調べ 

7 
児童養護施設の子ども 
の大学等進学率 

0.0% 30.8% 

8 
児童養護施設の子ども 
の就職率 
（高等学校等卒業後） 

100.0% 62.5% 

（３）ひとり親家庭の子どもに関する指標 

9  
ひとり親家庭の親の 
就業率（母子世帯） 

83.9% 80.8% 

平成 27年 10 月 1日現在 
(県・全国)平成 27 年国勢調査 

10 
ひとり親家庭の親の 
就業率（父子世帯） 

87.8% 88.1% 

11 
ひとり親家庭の親の 
正規の職員・従業員の 
割合（母子世帯） 

48.9% 44.4% 

12 
ひとり親家庭の親の 
正規の職員・従業員の 
割合（父子世帯） 

73.8% 69.4% 

13 

ひとり親家庭のうち 
養育費についての取り
決めをしている割合 
（母子世帯） 

51.8% 42.9% 
(県)平成 30 年度香川県ひとり

親世帯等実態調査 

(全国)平成 28 年度全国ひとり

親世帯等調査 
14 

ひとり親家庭のうち 
養育費についての取り
決めをしている割合 
（父子世帯） 

30.5% 20.8% 



15 
児童扶養手当の 
受給資格者数、児童数、
児童数の割合 

8,516 人(受給者) 

13,017 人(児童) 

7.5% 

973,188 人(受給者) 

1,470,823 人(児童) 

6.4% 

平成 30年 3月 31 日現在 
(県・全国)厚生労働省 福祉行
政報告例 
全国、香川県ともに、割合算定の

際に分母とする全体の子どもの数

（18 歳以下の人数）は、10月 1日

現在 

全国の児童数は、１世帯 6人以上

の児童がいる家庭は、6人として計

算 

（４）就学支援等に関する指標 

16 
スクールソーシャル 
ワーカーの配置人数 

39 人 2,041 人 

(県)平成 30 年度 香川県教育

委員会義務教育課調べ 

(全国)平成 29 年度 文部科学
省初等中等教育局児童生徒課調
べ 

17 
スクールカウンセラー 
の配置率（小学校） 

100.0% 67.6% 
平成 30年度 
(県) 香川県教育委員会義務教
育課調べ 
(全国) 文部科学省初等中等教
育局児童生徒課調べ 

18 
スクールカウンセラー 
の配置率（中学校） 

100.0% 89.0% 

19 

就学援助制度に関する
周知状況（入学時及び毎

年度の進級時に学校で就

学援助制度の書類を配布

している市町村の割合） 

38.9% 65.6% 

(県)平成 29 年度 香川県教育

委員会義務教育課調べ 

(全国)平成 29 年度 文部科学
省初等中等教育局修学支援プロ
ジェクトチーム調べ 

20 
就学援助を受けている
児童生徒の数、就学援
助率 

10,607 人 

13.95% 

1,432,018 人 

15.04% 

(県)平成 29 年度 文部科学省
就学援助実施状況調査 
(全国)平成 28 年度 文部科学
省 就学援助実施状況調査 
児童生徒の数は、要保護及び準要

保護児童生徒数 

21 
全世帯の子どもの高等
学校中退率 

1.0% 1.4% 平成 30年度 
(県・全国)児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指導上の諸課
題に関する調査 22 

全世帯の子どもの高等
学校中退者数 

277 人 48,594 人 

 

 
 

：国大綱の指標のうち、新規に設定した指標 ：県独自の指標 






























































































