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所沢市ひとり親等自立支援計画については、平成 32 年度より、「所沢市子ども・

子育て支援事業計画」に包含する予定です。 

このため、現計画である第 2 次計画（平成 26 年度から 30 年度）については、１

年延長を行うため、平成３１年度見直し版を作成いたしました。 

 

■主な見直しの概要 

○ 目標設定年度を平成 31 年度に見直し。 

○ 事業名等の変更に伴い、名称の修正。 

○ 事業の廃止に伴い、該当事項の修正。 

 

見直しを行った部分については、2 ページ目以降に見え消しで表示しています。 
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は じ め に 

 

１ 計画策定の趣旨 

 ひとり親家庭等は、仕事と子育てを両立させなければならず、収入・住居・子ど

もの養育等の面で精神的・肉体的にも様々な困難に直面しております。また近年は、

雇用形態の変化や経済情勢を背景として、ひとり親家庭等を取り巻く環境はますま

す厳しくなってきており、依然として厳しい状況であり、これまでにも増して自立

支援策の充実が必要とされています。 

ひとり親家庭等の子どもたちが健やかに成長していける環境を確保するために

は、総合的な子ども支援施策に合わせ、生活支援サービスの充実や地域全体で支え

ていく体制の整備、より経済的な困難が大きい母子家庭の就業と自立への支援を充

実していく必要があります。 

本市では、「所沢市ひとり親家庭等自立支援計画」（第１次計画）を平成２０年４

月に策定し、ひとり親が安心して子育てができる環境づくりと、ひとり親家庭等ひ

とり親家庭及び寡婦の自立に向けた総合的な支援に取り組んできたところです。本

計画が平成２５年度をもって終了することから、第１次計画での取り組みに対する

評価・課題を踏まえ、名称を「第２次 所沢市ひとり親家庭等自立支援計画」に変

更して策定するものです。 

 

 

２ 計画の性格 

この計画は、厚生労働大臣の定めた「基本方針」に即し、母子及び父子並びに寡

婦福祉法に基づく「母子家庭および寡婦自立促進計画」であり、当市におけるひと

り親家庭等の生活の安定と向上を目的とした支援施策を体系的に明確化したもの

です。 

 

 

３ 計画の対象 

●ひとり親家庭（母子家庭、父子家庭） 

●寡婦 
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４ 計画期間 

 平成２６年度から３０３１年度の５６年間 

 

５ 計画の基本理念 

 ひとり親家庭の子どもたちが、その置かれている環境に関わらず心身ともに健や

かに成長でき、ひとり親が安心して子育てできる環境づくりを進めます。   

また、ひとり親家庭及び寡婦の方が、健康的で文化的な生活ができるように就業

と自立のための支援を進めます。 

 なお、ＤＶ（配偶者やパートナーなどの親しい間柄での暴力）によって、離婚し

ないままひとり親と子どもでの生活を余儀なくされている家庭に対しては、ひとり

親家庭等に準ずるものとして配慮します。 

 

 

 

 

 
〔補足：用語の定義〕 
 
  この計画における用語の定義は下記のとおりです。 
 

●ひとり親家庭 

  母子家庭および父子家庭。「ひとり親家庭等」には寡婦を含みます。 

●児 童 

満 20 歳未満の子どもであって、未婚のもの。 

●母子家庭（母子世帯） 

父のいない児童がその母によって養育されている世帯。 

●父子家庭（父子世帯） 

  母のいない児童がその父によって養育されている世帯。 

●寡 婦 

配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことの

ある方。 
  

※原則として「母子家庭」「父子家庭」を使用していますが、調査結果の引用については原典
の表記に基づき「母子世帯」「父子世帯」を使用している箇所があります。 

※同じ用語について、個別の事業実施要綱等で規定しているものについてはこの限りではあ
りません。 

 

 

 

 



4 

 

第２章 施策の体系と概要 

◆施 策 の体 系 

 

 

 

（１）相談機能・情報提供の充実 

  ○母子・父子自立支援員による相談支援・情報提供の充実 

  ○専門的な相談機能の充実 

  ○情報提供の充実 

 

 

（２）仕事と子育て両立支援 

  ○保育所、放課後児童クラブの優先入所の推進 

  ○多様な保育サービスの提供 

○ファミリー・サポート・センター事業の促進 

 

  

（３）ひとり親家庭等福祉事業の促進 

○ひとり親家庭等日常生活支援事業 

 

 

（４）ひとり親家庭の子どもの福祉の充実 

 ○母子生活支援施設への入所支援 

 

 

（５）住居を確保するための支援の充実 

  ○公営住宅への入居の推進 

  ○住宅確保にむけた情報提供の充実 

 

 

（６）ひとり親家庭等の子どもの就学支援の充実 

  ○相談機能の充実 

  ○制度の利用促進 

  

１． 子育て・生活の支援 
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（１）ひとり親家庭等就業支援の充実 

  ○母子家庭等就業・自立支援センター事業の活用 

  ○母子・父子自立支援員による就業支援の充実 

   

 

（２）就業に向けた能力開発の支援 

  ○母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業 

○母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業 

 

   

（３）ひとり親の就業機会充実への支援 

  ○母子・父子自立支援プログラム策定事業の推進 

 

 

 

 

 

（１）母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付利用の促進 

  

（２）児童扶養手当の給付  

  

（３）ひとり親家庭等医療費助成制度の充実 

 

（４）支援事業の充実・支援体制の整備 

 

 

 

 

 

   

（１）相談機能・情報提供の充実 

   

 

 

 

４． 養育費の確保 

２． 就 業 支 援 

３． 経済的支援 



6 

 

◆施策概要 

 １ 子育て・生活の支援 

 

（１）相談機能・情報提供の充実 

 ○母子・父子自立支援員による相談支援・情報提供の充実 

ひとり親家庭や寡婦の方が抱えている子育て、生活、就労などの問題についての身近

な相談窓口として、母子・父子自立支援員による相談体制や情報提供体制を充実させ、

ひとり親家庭等が安心して日常生活が送れるように支援します。   （こども支援課） 

 

■目 標  母子・父子自立支援員による相談件数 

 平成３０３１年度相談件数 ８００件 

（平成２４年度実績     ５９０件） 

 

 

 ○専門的な相談機能の充実 

法律相談やＤＶ相談など、専門的な見地からのアドバイスが必要な場合に利用できる

相談窓口を適切に案内し、きめ細やかで継続的な支援を実施します。 

◆法律相談    （市民相談課、男女共同参画推進センターふらっと） 

◆ＤＶ相談    （こども支援課・男女共同参画推進センターふらっと） 

◆児童家庭相談  （こども相談センター） 

◆乳幼児健康相談 （健康づくり支援課） 

◆教育相談    （教育センター） 

 

 

 ○情報提供の充実 

制度や相談窓口の情報を一括掲載した冊子の発行や市広報やホームページを通した情

報提供を充実し、ひとり親家庭や寡婦の方が、必要としている情報を入手するうえでの

利便性向上を図ります。 

◆「ひとり親家庭 ～生活情報～ ひとり親家庭生活情報誌」冊子制作 

           （こども支援課） 
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（２）仕事と子育て両立支援 

○保育所、放課後児童クラブの優先入所の推進 

 ひとり親家庭の親が、安心して就業・求職活動を行えるよう、保育所や放課後児童ク

ラブへの優先入所に取組むとともに、一時保育預かりや病後時保育を優先的に利用でき

るように配慮していきます。みます。 

 ※一時預かりと病児・病後児保育については申込み順となります 

 

（保育幼稚園課・青少年課） 

 

 

○多様な保育サービスの提供 

ひとり親家庭の親が、就業状況に応じて多様な保育を利用できるように、延長保育や

病児・病後児保育、一時保育預かり、休日保育などの保育サービス提供を充実していき

ます。  

（保育幼稚園課・こども支援課） 

 

 

○ファミリー・サポート・センター事業の促進 

子どもを預けたい人と預かりたい人との仲介を行うファミリー・サポート・センター

や病児・病後児の預かりなどを通して、地域の相互援助活動を促進し、ひとり親家庭の

仕事と子育ての両立を支援します。                （こども支援課） 

 

■目 標  所沢市ファミリー・サポート・センター事業利用会員件数 

平成３０３１年度会員利用件数  １７０，０００人件 

（平成２４年度実績         ６，６６８人件） 

※平成３０年度より集計方法が変更となったことによる見込み値 

 

 

  ※国の取り組み ～育児休業制度の充実へ～ 

ひとり親家庭の方が自立して生活し、子どもたちが健やかに成長していくことがで

きるよう、育児休業制度の充実等、社会環境の整備を目指します。                  

 

 

（３）ひとり親家庭等福祉事業の促進 

○ひとり親家庭等日常生活支援事業 

ひとり親家庭等の親が、疾病などによって一時的に日常生活（家事・育児等）に支障
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が生じた場合などに、家庭生活支援員を派遣する「ひとり親家庭等日常生活支援事業」

の利用拡大を進めます。                    （こども支援課） 

 

■目 標  日常生活支援事業利用件数 

平成３０３１年度延べ利用件数  ２０件 

（平成２４年度実績      １３件） 

 

 

 

（４）ひとり親家庭の子どもの福祉の充実 

○母子生活支援施設への入所支援 

保護および自立促進に向けた生活を支援する必要がある、配偶者のいない女子とそ

の児童について、母子生活支援施設へ入所するための支援を行います。 

（こども支援課） 

 

 

 

（５）住居を確保するための支援の充実  

○公営住宅への入居の推進 

住宅に困窮する低所得世帯に対して、市営住宅や県営住宅の情報提供や入居相談を

推進していきます。 

また、市営住宅入居者募集時において、寡婦世帯等ひとり親家庭の当選確率を高く

する倍率優遇措置を行っていきます。                    

 （市街地整備課） 

 

 

 ○住宅確保にむけた情報提供の充実 

ひとり親家庭等の方が利用できる民間賃貸住宅・都市再生機構賃貸住宅・雇用促進

住宅等の情報提供を行い、安心して子育てと就業の両立が可能となるように居住の安

定確保を図ります。 

 （こども支援課） 
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（６）ひとり親家庭の子どもの就学支援の充実 

○相談機能の充実 

就学相談など、専門的な見地からのアドバイスが必要な場合に利用できる相談窓口の

機能を強化します。 

◆就学相談   （学校教育課） 

 

 

○制度の利用促進 

経済的な理由によってひとり親家庭等の子どもが、学習や進学の機会を損なわないよ

う支援の充実を図り、母子寡婦福祉資金貸付制度や奨学金制度等の利用を促進します。 

◆育英・遺児奨学金制度  （こども支援課） 

◆入学準備金貸付制度   （こども支援課） 

 

 

■目 標  育英奨学金制度の利用者数 

平成３０３１年度利用人数   １２０人 

（平成２４年度実績      ８８人） 
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２． 就 業 支 援 

 

（１）ひとり親家庭等就業支援の充実 

 ○母子家庭等就業・自立支援センター事業の活用 

ひとり親家庭等の生活支援、就労支援等を推進するために県が実施している「母子家

庭等就業・自立支援センター事業」と連携し、生活安定と自立支援のための総合的な支

援の充実を進めます。                     （こども支援課） 

 

○母子・父子自立支援員による就業支援の充実 

母子・父子自立支援員による就職・能力開発に関する相談体制や情報提供の充実を進

めます。また就業機会を創出するため、さまざまな媒体による求人情報の提供、内職の

斡旋などを実施していきます。            （こども支援課、産業振興課） 

 

 ■目 標  就業支援専門員の設置 

 

 

（２）就業に向けた能力開発の支援 

経済的な支援を必要としているひとり親に対して、自立に向けた就業に役立つ資格や

技能の修得に係る費用の支援を行います。            （こども支援課） 

 

○母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業 

ひとり親が就業に直結する看護師・介護福祉士等の資格を取得するために１年以上修

業する場合、一定の期間において生活費の一部を給付します。   （こども支援課） 

 

■目 標  母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給者の累積就業者数 

平成３０３１年度       ９５人 

（平成２４年度実績     ５５人） 

 

○母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業 

就業に有利な資格を身につけるための講座受講料の一部を給付することにより、ひと

り親の職業能力の開発を支援します。              （こども支援課） 
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（３）ひとり親の就業機会充実への支援 

○母子・父子自立支援プログラム策定事業の推進 

個々の家庭状況・就業への意欲・職業適性等を把握した上で自立支援プログラムを策

定し、ハローワークの自立支援プログラム策定員との連携により、きめ細かに就職活動

を支援します。                        （こども支援課） 

 

■目 標  母子・父子自立支援プログラム策定の充実 

平成３０３１年度     ６０件 

（平成２４年度実績     ５０件） 

 

※国の取り組み ～就業機会の充実～ 

ひとり親家庭の親子の雇用促進、就業機会充実に向けて、優先的な雇用を商工会議所

や事業主へ働きかけたり、業務を外部委託する際に、母子福祉団体等へ業務発注の協力

などを行っていきます。 

 

 

    ３． 経済的支援 

 

（１）母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付利用の促進 

就職や能力開発、子どもの就学など、ひとり親家庭等の自立や子どもの福祉増進のた

め必要な費用について、県が実施している母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付の利用

を促進し、自立に向けた機会拡大を図ります。           （こども支援課） 

 

■目 標  母子及び父子並びに寡婦福祉資金 埼玉県への進達件数 

平成３０３１年度     １２０件 

（平成２４年度実績      ７０件） 

 

（２）児童扶養手当の給付 

児童扶養手当制度に関する積極的な情報提供を行うとともに、適正な給付業務を行い、

生活の安定と自立の促進に寄与し、福祉の増進を図ります。      （こども支援課） 

 

■目 標  児童扶養手当受給資格者への支給率（適正な執行の徹底） 

平成３０３１年度     １００％ 

（平成２４年度実績     １００％） 
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（３）ひとり親家庭等医療費助成制度の充実 

ひとり親家庭等医療費助成制度についての積極的な情報提供を行い、利用促進を図る

とともに、制度を利用するうえでの利便性の向上を図ります。   （こども支援課） 

 

■目 標  ひとり親家庭等医療費助成資格者への支給率（適正な執行の徹底） 

平成３０３１年度     １００％ 

（平成２４年度実績     １００％） 

 

  

（４）支援事業の充実・支援体制の整備 

ひとり親家庭等の方が利用できるさまざまな事業を実施するとともに、関係機関・団

体等との連携の強化を図り、ひとり親家庭等の方が自立へ向かう意識を高められる環境

をつくっていきます。 

◆ＪＲ定期乗車券の割引 （こども支援課） 

◆ニュー福祉定期貯金や新マル優制度（少額貯蓄非課税制度等）についての 

情報提供       （こども支援課） 

 

■目 標  ひとり親家庭等就学支度金の該当者への申請の促進 

平成３０年度       １００％ 

（平成２４年度実績     １００％） 

※ 当該事業は埼玉県において平成 29 年度に終了 

 

 

 

４． 養育費の確保 

 

（１）相談機能・情報提供の充実  

養育費の取り決めや支払の履行・強制執行等に関する相談機能の充実を図るとともに

母子・父子自立支援員による、児童扶養手当をはじめとする各種制度や母子福祉団体に

関する情報提供を行っていきます。 

  ◆法律相談 （市民相談課・男女共同参画推進センターふらっと） 

  ◆母子・父子自立支援員による情報提供 （こども支援課） 
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第３章 推進体制 

 

１ 計画の推進 

 本計画を総合的に推進するため、関係部署等で構成する「所沢市ひとり親家庭等自立

支援計画進行管理チーム」によって、計画の進行状況の確認や調整を行い、達成目標に

向けた取り組みを進めます。 

 

２ 国・県との連携 

 ひとり親家庭等の自立促進に向けて、国の制度や県の取り組みが十分な効果をもたら

すよう、国、県や関係機関との連携を図るとともに、制度の改善等について積極的に働

きかけていきます。 

 

３ 企業・関係団体との連携 

地元企業や関係団体等との協力関係を深め、地域全体でひとり親家庭等を支援する体

制の充実を進めます。 
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平成３０３１年度までの達成目標一覧 

１ 子育て・生活の支援 

項 目 目標件名 目 標 ２４年度実績 

（1）相談機能・情報提供

の充実 

母子・父子自立支援員による相

談件数 
８００件 ５９０件 

（2）仕事と子育て両立支援 
ファミリー・サポート・センタ

ー事業登録会員利用件数 

１７，０００

人件 

６，６６８人

件 

（3）ひとり親家庭福祉事

業の促進 
日常生活支援事業利用件数 ２０件 １３件 

（4）ひとり親家庭の子ど

もの福祉の充実 
―   

（5）住居を確保するため

の支援の充実 
―   

（6）ひとり親家庭の子ど

もの就学支援の充実 
育英奨学金制度の利用者数 １２０人 ８８人 

 

 

２ 就 業 支 援 

項 目 目標件名 目 標 ２４年度実績 

（1）ひとり親家庭就業支

援の充実 就業支援専門員の設置 設置 未設置 

（2）就業に向けた能力開

発の支援 

母子家庭等高等職業訓練促進

給付金等受給者の累積就業者

数 

９５人 ５５人 

（3）ひとり親家庭の就業

機会充実への支援 

母子・父子自立支援プログラム

策定事業の推進 
６０人 ５０人 
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３ 経済的支援 

項 目 目標件名 目 標 ２４年度実績 

（1）母子及び父子並びに

寡婦福祉資金貸付利

用の促進 

母子及び父子並びに寡婦福祉

資金 埼玉県への進達件数 
１２０件 ７０件 

（2）児童扶養手当の給付 
児童扶養手当受給資格者への

支給率（適正執行の徹底） 
１００％ １００％ 

（3）ひとり親家庭等医療

費助成制度の充実 

ひとり親家庭等医療費助成資

格者への支給率（適正執行の徹

底） 

１００％ １００％ 

（4）支援事業の充実・支

援体制の強化 

ひとり親家庭等就学支度金の

該当者への申請の促進 
１００％ １００％ 

（4）の事業については平成 29 年度埼玉県において終了。 

 

４ 養育費の確保 

項 目 目標件名 目 標 ２４年度実績 

（1）相談機能・情報提供

の充実 
―   
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