
 

 

 
 

●計画の推進体制 

   庁内の関係各局で構成する調整会議を活用し、課題意識の共有と各施策相互の整合を図るとともに、庁

内連携により効果的な施策の推進に取り組みます。 

また、施策の推進にあたっては、各種専門機関や地域の市民団体等との連携も十分に図り、役割分担を

しながら、情報共有を密にして、市民協働により各種取組を進めます。 

●各施策の実施状況の把握 

本計画の主な施策のうち、実施状況を実績数値で把握できる施策の実施状況を毎年度確認することとし、

その内容を公表するとともに、その後の取組の展開に活かしていきます。 

●調 査 

計画最終年度（平成 34 年度）に向けて、国の調査研究の情報や関連する各種統計データを収集しなが

ら、平成 28 年度実施の子どもの生活実態調査時からの状況の変化を把握するため、本市の子ども状況に

ついて調査を実施します。 

●評 価 

本計画の施策の実施状況については、上記の実態調査結果等を参考としつつ、外部有識者の意見を受

けながら評価を行うこととし、その内容を踏まえ、次期計画策定と各施策内容の検討等を進めます。 

 

 

 

 

 
 

仙台市では、「仙台市子どもの貧困対策計画」の策定に向けて、検討を進めています。この「中間案」

について、市民の皆様から広くご意見をいただき、さらなる検討のうえ、平成 30年 3月までに計画を策

定し、公表します。 

●募集期間  

平成 29年 12月 22日（金）～平成 30年 1月 22日（月） ※必着 

●意見提出方法 

   所定の様式に必要事項を記入し、郵便、ファクス、電子メールで、仙台市子供未来局子供家庭支援

課あてにお送りください（電子メールの場合、様式は自由ですが、所定の様式の記載事項を漏れなく記入

してください）。 

・郵 送  〒980-8671 仙台市子供未来局子供家庭支援課（郵便番号と宛名だけで届きます） 

・フ ァ ッ ク ス  022－214－8610 

   ・電子メール  kod006040@city.sendai.jp 

   ※ 電話によるご意見の受付はいたしませんのでご了承ください。  

●資料配布場所 

「中間案」は、仙台市ホームページ（http://www.city.sendai.jp）でご覧いただけるほか、仙台市役所

本庁舎１階「市民のへや」、市政情報センター、宮城野区・若林区・太白区情報センター、区役所総合

案内、総合支所などで配布します。 

●提出いただいたご意見の取扱い 

提出いただいたご意見は、個人が特定できない内容に編集し、ご意見に対する市の考え方と併せて、

後日、市ホームページ等で公表します。なお、ご意見に対する個別の回答は行いませんので、ご了承

ください。 

 

お問い合わせ先 ― 仙台市 子供未来局 子供家庭支援課 電話 022－214－8606 

 
                             中間案 

 

 
●国等の動向 

平成 26年 1月の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行を受け、同年 8月、国は「子供の貧困対策に関

する大綱」を制定しました。これらにより、子どもの貧困対策への取組が全国的に進められています。 

直近の平成 28年国民生活基礎調査（厚生労働省）では、17歳以下の子どもの貧困率が 13.9％と、およそ 7人

に 1人の割合となっており、子どもの貧困対策は国を挙げて取り組むべき喫緊の課題であると考えられています。 

●仙台市の取組 

仙台市は、これまで、子どもと子育て家庭を対象とした「仙台市すこやか子育てプラン」により、子育て支援施策

を推進する中で、養護を必要とする児童やひとり親家庭への支援を行うとともに、特にひとり親家庭については、

「仙台市ひとり親家庭等安心生活プラン」を策定し、自立支援等の各種施策を推進してきました。また、生活困窮

者自立支援法の制定等を受け、子どもへの学習面・生活面での支援などに取り組んできました。 

●計画の策定 

平成 28 年度には、「仙台市 子どもの生活に関する実態調査」を実施し、この実態調査結果等を踏まえて、平

成 30年度からの 5年間に、本市が取り組むべき子どもの貧困対策に関する施策を計画的かつ効果的に推進する

ため、「仙台市子どもの貧困対策計画」を策定することとしました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※対象世帯：生活保護・児童扶養手当受給世帯を対象としたｱﾝｹｰﾄの回答  一般：無作為抽出の一般ｱﾝｹｰﾄ中、生活困窮層にあたらない世帯の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要 版 

計画の基本  

仙台市における子どもの貧困の状況と背景 －子どもの生活に関する実態調査の結果から― 

 “子どもの貧困”                

 本計画においては、解決すべき課題として、子どもの

貧困を次のように捉えて対応します。 

主に経済的問題やそれに起因する家庭状況等

により、子どもが通常享受できる生活環境、福

祉、医療、教育につながっていない・つながるこ

とができない状態 

 計画の対象                    

 本計画の対象は、早期発見・早期対応と貧困の連鎖の

防止の観点から、次のとおりとします。 

現に生活困窮状態にある、または将来的に生活

困窮状態に陥りやすい状況にある、母の妊娠期

から 20代前半までの子ども及びその家庭 

 

●子どもの学歴について理想と現実が異なると回答した割合 

●子どもの病院未受診があったと回答した割合  

●経済的理由による子どもの文具・教材の非購入があったと回答した割合 

●保護者自身がＤＶを受けた経験があると回答した割合  

●相談できる相手がいると回答した割合   

⇒ 対象世帯  65.0%  ＞  一般  27.4% 

⇒ 対象世帯  23.3%  ＞  一般   7.3% 

⇒ 対象世帯  43.0%  ＞  一般   3.4% 

⇒ 対象世帯  32.2%  ＞  一般   4.2% 

⇒ 対象世帯  64.4%  ＜  一般   81.5% 

 子どもに関する状況  

◆貧困と教育・学力・就学との関係 

家庭環境が整わない状況が、子どもの学

習習慣、学力、学歴に影響することが懸念

されます。また、不登校や中退などのリスク

も高くなる傾向が見られます。 

◆貧困による子どもの生活習慣・ 

健康への影響 

不安定な家庭環境から、子どもに適切な

生活習慣が身につかない、DV や虐待な

どがある場合、心身の健康に影響を及ぼ

すなどの状況が見られます。 

 家庭に関する状況  

◆家庭の経済的困窮による影響 

経済的理由による学用品や食料の非購

入、病院の未受診の率が高く、進学な

どを諦めてしまう事例もあります。また、

家計管理の難しさも経済的問題の背景

の一つになっています。 

◆貧困と家庭環境との関係 

保護者自身が両親の離婚、DV、虐待

等の過酷な体験をしている割合が高く、

貧困の世代間連鎖に関係している事例

が見られます。 

 地域社会･行政に関する状況  

◆周囲とのつながり 

身内や地域から孤立し、子育てにつ

いて周囲の協力が得られにくい状況

で、家庭内に問題を抱え込んでしまう

家庭もあるものと懸念されます。 

◆支援へのつながり 

意思表示をうまく出せない、支援に対

する関心がない家庭等に対する支援

の難しさがあります。また、行政窓口に

ついて相談のしやすさを求める声があ

ります。 

仙台市子どもの貧困対策計画（中間案）に関する意見をお寄せください 

計画の推進 
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― ― 仙台市子どもの貧困対策計画

資料 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 基本的方向性 １  
 
子どもの健やかな育ちを応援する 

子どもの育ちには、成長段階に合わせて遊び、学び、

多様な体験を積むことが大切であり、その育ちを助ける

ためには、子どもが周囲としっかりとした信頼・愛着関係

をもつために大人の関わりが必要となります。 

不安定な家庭環境の影響を受け、近しい人とのコミュニ

ケーションが十分に取れないなどの厳しい環境の中に身

を置く子どもたちが、学ぶ意欲と学力、適切な生活習慣

を身につけられること、安心できる居場所と身近な支援者

を得られること、そして、将来安心して社会に巣立ってい

けることを目指して、子どもの健やかな育ちを応援する各

種施策の推進に取り組みます。 

 基本的方向性 ２  
 

安心して子育てができる環境を整える 

生活困窮家庭の親子が希望をもって暮らしていける

よう、子どもの生活に直接届く学費や医療費等への経

済的支援と併せ、保護者等が適切に家計管理をできる

よう支援するなど、経済的な安定を目指す施策の推進

に取り組みます。 

一方で、困窮家庭の問題は、経済的困窮のみなら

ず、世代を超えた就学上の問題、ＤＶ、虐待等、複数の

困難な課題が絡み合うことが多いため、仕事と子育て

の両立の支援や、予防の観点からの若い世代へ働き

かけなど、貧困の連鎖を未然に防止し、安心して子育

てができる環境を整える施策に取り組みます。 

 基本的方向性 ３   
 
社会とつながる・地域で支える仕組み 

をつくる 

子育て世帯が地域で孤立を深めないよう、家庭の問

題が深刻化する前に早期から支えていくこと、また、子

育て、生活、就学等の相談支援やそれを支える経済的

な支援等、息の長い寄添い支援が必要です。 

支援対象の早期把握と継続的な支援に取り組みつ

つ、個々の事情に応じた相談しやすい体制づくりと併

せ、区役所をはじめ、子育て支援施設や専門機関、地

域における支援団体など、子どもと関わる多くの支援者

相互の連携・協働を進めていきます。これにより、生活困

窮家庭が社会とつながり、身近な地域で多様な支援の

もと子どもを育てることができる仕組みをつくります。 

計画の基本的な考え方 
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家庭の状況にかか

わらず子どもが健

やかに育つよう、健

康的な生活を守り、

学びを支援する 

基本目標 １  
子どもを支える 

 

 

子どもが将来的な

社会的自立を果た

し、貧困の世代間

連鎖を防ぐことが

できるよう、それ

ぞれの家庭の子育

てを支援する 

基本目標 ２  
家庭を支える 

 

 

 

現に生活困窮状態

にある、または将

来的に生活困窮状

態に陥りやすい状

況にある家庭の子

どもを早期に発見

し、継続的に支援

する仕組みを構築

する 

基本目標 ３  
地域で支える 

 

施策の展開 

１ 

子どもの生きる力

を育む保育・教育 

の充実 

■居場所の提供と生活支援／ ○中学生を対象に、学習支援及び居場所の提供、支援スタッフによる子どもへの寄添い支援を行いま

す ○高校生等の中途退学防止、また、中途退学に至った後のステップにつなげる進級支援や面談等のサポートを実施します 

■地域の子どもの居場所づくり／ ○子どもが安心して過ごせる居場所の確保や、地域の支援者による継続的な見守りから必要な支

援策へのつなぎなどがスムーズに行える仕組みづくりなどを検討します 

■困難を抱える子どもへの支援／ ○学校にスクールカウンセラーを配置し、児童生徒や保護者対象のカウンセリング、教職員への

助言等により、いじめ・不登校等の諸問題に対応します ○児童相談所において、子どもと保護者の精神的問題等の相談を受け、助言や

継続的な心理面接等を実施します 

■施設入所児童等への自立支援／ ○児童養護施設等入所（里親委託を含む）児童が将来経済的に自立して生活が営めるよう、キ

ャリア教育や就職支援、退所後のアフターケアを行います 

■孤立しがちな育児を支える家庭訪問事業／ ○公立保育所から保育士や栄養士等が家庭訪問し、離乳食や子どもの発達などの

相談を受け、育児を支えます ○育児ヘルパー及び専門指導員を子育てに支援が必要な家庭に派遣し、子どもの養育の安定を図ります 

■ひとり親家庭の子育てを助ける生活支援／ ○家庭生活支援員の派遣、資格取得支援、就業中の生活費支援等によりひとり親家

庭の子育てを支援します ○母子生活支援施設において、ひとり親家庭の母子の保護と生活支援、退所後の相談援助を行います 

■就業・自立支援／ ○ひとり親家庭相談支援センター事業による母子・父子家庭への自立支援を行うにあたり、ＤＶ被害からの立ち直

りや子育てと就労の両立等、ひとり親家庭の個別の課題に応じた援助を行います 

■育児支援／ ○育児ヘルパー及び専門指導員派遣を子育てに支援が必要な家庭に派遣し、子どもの養育の安定を図ります 

■若い世代に向けた啓発／ ○若年妊娠・予期しない妊娠の防止等について、小中学校、高等学校にて講習会等を行います 

■医療費の助成／ ○子ども医療費助成制度により、子どもにかかる医療費を現物給付の方法により助成します ○ひとり親家庭の子

どもと保護者の医療費の一部を助成します 

■学費の助成／ ○就学援助制度により、小中学校等の児童生徒にかかる給食費や学用品費等を支給します 

■家計に関する相談／ ○母子家庭相談支援センターにおいて、子どもの学費や生活費の工面について学ぶセミナーや個別相談等

を実施します ○父子家庭相談支援センターにおいて、弁護士による債務や養育費等の法律相談等を実施します 

■保育事業による養護と教育／ ○家庭との連携のもと、子どもの基本的な生活習慣の確立、生活・社会・自然体験、自己肯定感や

非認知能力の向上など、子どもが将来、社会で生きていくための大切な基礎を育成します 

■放課後等の家庭学習支援／ ○小学校の放課後等に子どもの自主学習を支援し、学力の向上を図ることを検討します ○中学生を

対象とし、学習習慣の定着や進学に必要な学力育成等を目的に学習支援を実施します 

２ 

子どもの育ちを 

支える仕組みと 

場づくり 

３ 

困難な環境で育つ

子どもへの支援 

 

１ 

子どもに届く経済

的支援 

２ 

子育て支援体制の

充実 

３ 

困難な問題を抱え

る家庭への支援 

１ 

妊娠期から子ども

の社会的自立まで

の切れ目ない支援 

２ 

支援する人材・体

制づくり 

３ 

相談支援体制の 

充実 

■母子保健事業による早期発見・早期対応／ ○新生児等訪問指導などの機会に、養育支援が必要な子どもと家庭を早期に発見

し、養育の相談･支援を行うことで子どもに対する適切な養育環境を整え、産婦人科・小児科等の医療機関との連携を継続的に進め、妊娠

から出産・子育てまで切れ目のない支援を実施します 

■学齢期の子どもへの対応／ ○スクールソーシャルワーカーの活用により児童生徒への支援体制の強化を図ります ○中学生を対

象にした学習支援と併せ、対象家庭への継続的な見守り支援を行います 

■早期発見・早期対応の相談支援体制の強化／ ○早期発見・早期対応、切れ目ない継続支援など、目指すべき相談支援体制の

あり方を探るため、現行の相談現場における課題の抽出し、支援の体制や手法を検討します 

■相談体制の充実／ ○区役所において子どもと家庭に関する保健及び福祉サービスを総合的に提供し、複雑な問題を抱えるケース

に対応するため、児童相談所や発達相談支援センターをはじめとする各種分野の関係機関等との連携を強化するとともに、相談にあたる

職員に研修を実施し、相談体制の充実を図ります 


