
神奈川県子どもの貧困対策推進計画（令和２年度～令和６年度）の進捗管理について 

 
１．実施状況の確認について 

  神奈川県子どもの貧困対策推進計画（令和２年度～令和６年度）では、毎年度実施状況を確認

し、必要に応じて見直しを行い、計画の進捗管理を行うこととしていますが、計画初年度である

令和２年度は、翌年の令和３年度にその実績が出ることから、令和３年度（計画２年目）から実

施状況の確認を行います。 
 
 （参考）各年度の確認内容 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（進捗管理方法等に

ついて整理） 

令和２年度分の 

実施状況確認 

令和３年度分の 

実施状況確認 

令和４年度分の 

実施状況確認 

令和５年度分の 

実施状況確認 

 

２．実施状況の確認内容 

  「計画に位置付けた事業」別添１及び、「計画に位置付けた子どもの貧困に関する指標」 

別添２について、それぞれ確認します。その結果を踏まえ、中間年（令和４年度）及び    

最終年（令和６年度）に総合評価を行います。総合評価実施時の点検・評価書のイメージは

別添３のとおりです。 
 
３．進捗管理について 

  新計画（神奈川県子どもの貧困対策推進計画（令和２年度～令和６年度））の推進体制では、

「神奈川県子ども・青少年みらい本部子どもの貧困対策推進部会（庁内部会）」のほか、「かなが

わ子ども支援協議会」と「子どもの貧困対策県市町村連絡会議」が新たに加わったため、以下の

流れで進捗管理を行います。 
 

旧計画（Ｈ27～Ｒ１） 新計画（Ｒ２～Ｒ６） 

  

 

実施状況の確認 

確認結果を基に点検・評価書（案）を作成 

（評価は中間年・最終年のみ） 

「県子ども・青少年みらい本部 

子どもの貧困対策推進部会」に付議 

「かながわ子ども支援協議会」で 

点検・評価書（案）について意見聴取 

（必要に応じて、子どもの貧困対策県市町村

連絡会議にも意見聴取） 

実施状況の確認 

確認結果を基に評価書（案）を作成 

（中間年・最終年のみ） 

「県子ども・青少年みらい本部 

子どもの貧困対策推進部会」に付議 

 

 

 

 

資料２ 



神奈川県子どもの貧困対策推進計画（Ｒ２～Ｒ６） 構成事業一覧
（千円）

＝確認箇所

県の取組み 取組み内容 令和２年度の主な取組実績・効果 取組の課題・今後の方向性 細々事業 令和元年度予算額 令和元年度決算 令和２年度予算額 令和２年度決算 本掲・再掲 全部・一部 局 所管課

1

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 保育所給付費負担金

5,207,317 7,015,826

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

2

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 幼稚園給付費負担金

421,813 843,626

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

3

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 認定こども園給付費負担金

743,581 1,487,162

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

4

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 小規模保育給付費負担金

3,911 7,822

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

5

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 家庭的保育給付費負担金

102 204

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

6

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 居宅訪問型保育給付費負担金

0 0

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

7

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 事業所内保育給付費負担金

51 93

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

8

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 私設保育施設等利用料補助

588,050 1,471,352

本掲 全部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

9

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-① 私立幼稚園利用給付費負担金

2,949,885 6,117,109

本掲 全部 福祉子ども
みらい局

私学振興課

10

Ⅰ 1 (1) 1-(1)-② 実費徴収補足給付事業費補助（私立幼稚園）

幼児教育・保育無償化に合わせて負担が増える世帯が生じないように、
給食費として私立幼稚園が徴収する費用のうち、副食材料費相当分につ
いて、低所得世帯の園児及び第３子以降の園児を対象に一部を補助しま
す。

実費徴収補足給付事業費補助（私立幼
稚園）

— 103,974

本掲 全部 福祉子ども
みらい局

私学振興課

11

Ⅰ 1 (2) 1-(2)-① 保育所給付費負担金、幼稚園給付費負
担金、認定こども園給付費負担金、小
規模保育給付費負担金、家庭的保育給
付費負担金、事業所内保育給付費負担
金

437,011 374,938

再掲 一部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

12

Ⅰ 1 (2) 1-(2)-① 私立学校経常費補助（県単・国庫対
象）（一部）

— —

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

私学振興課

13

Ⅰ 1 (2) 1-(2)-② 保育センター運営費補助、保育エキス
パート等研修事業費

114,659 114,345

本掲 全部 福祉子ども
みらい局

次世代育成課

14

Ⅰ 1 (2) 1-(2)-② 私学団体補助金（一部）、私立学校教
職員等研修事業費（一部）

— ー

本掲 一部 福祉子ども
みらい局

私学振興課

15

Ⅰ 1 (2) 1-(2)-② 義務教育重点課題研究費（一部）、幼
稚園教育充実事業費（国庫対象）

571 580

本掲 一部 教育局 子ども教育支援課

16

Ⅰ 2 (1) 2-(1)-① スクールソーシャルワーカー活用事業
費

45,306 47,189

本掲 全部 教育局 子ども教育支援課

17

Ⅰ 2 (1) 2-(1)-① 県立高校スクールソーシャルワーカー
配置事業費

56,443 56,443

本掲 全部 教育局 学校支援課

18

Ⅰ 2 (1) 2-(1)-② スクールカウンセラー活用事業費（国
庫対象）

244,003 248,232

本掲 全部 教育局 子ども教育支援課

19

Ⅰ 2 (1) 2-(1)-② 県立高校スクールカウンセラー配置事
業費

67,601 74,423

本掲 全部 教育局 学校支援課

20

Ⅰ 2 (1) 2-(1)-② 県立高校スクールカウンセラー配置事
業費（国庫対象）

32,275 36,148

本掲 全部 教育局 学校支援課

　～

222

主要
施策

大柱 小柱

幼児教育の無償化

子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、子どもたちに質の高い幼
児教育の機会を提供するため、幼稚園・保育所などを利用するすべての
３～５歳児と０～２歳児の住民税非課税世帯を対象に、利用料を無償化
します。

幼稚園教諭・保育士などの処遇改善

施設型給付や私学助成により、職員の処遇の改善を図ります。

幼稚園教諭、保育教諭、保育士などのキャリアアップの取組みの実施

職員の経験年数など、段階に応じたスキル向上のための研修を行いま
す。また、関係団体が行う同様の取組みに対し、支援を行います。

スクールソーシャルワーカー配置活用事業

課題を抱えた児童・生徒が置かれた環境への働きかけや関係機関との
ネットワークの構築などにより、問題行動などの未然防止や早期解決に
向けた対応を図るため、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する
者を「スクールソーシャルワーカー」（SSW）として学校へ派遣しま
す。

スクールカウンセラー等配置活用事業

児童・生徒の問題行動などの未然防止や早期対応に向けて「心の専門
家」であるスクールカウンセラーを配置し、学校における教育相談体制
の充実を図ります。

以下略

1

Administrator
スタンプ



神奈川県子どもの貧困対策推進計画　指標一覧
（子ども指標） （下段は国データ）

基本方向
ライフス
テージ

単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 所管局 所管所属

95.2 福祉子どもみらい局 生活援護課

93.7 福祉子どもみらい局 生活援護課

98.2 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

95.8 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

14.4 教育局 子ども教育支援課

14.2 教育局 子ども教育支援課

17.5 教育局 子ども教育支援課

17.3 教育局 子ども教育支援課

37.4 福祉子どもみらい局 生活援護課

36 福祉子どもみらい局 生活援護課

25.9 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

30.8 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

4.9 福祉子どもみらい局 生活援護課

4.1 福祉子どもみらい局 生活援護課

1.3 教育局 学校支援課

0.8 教育局 学校支援課

11.7 教育局 学校支援課

9.3 教育局 学校支援課

11.2 教育局 学校支援課

6.4 教育局 学校支援課

1,698 教育局 学校支援課

17,263 教育局 学校支援課

817 教育局 学校支援課

7,668 教育局 学校支援課

414 教育局 学校支援課

3,582 教育局 学校支援課

1.0 福祉子どもみらい局 私学振興課

1.3 福祉子どもみらい局 私学振興課

3.4 福祉子どもみらい局 私学振興課

5 福祉子どもみらい局 私学振興課

3

5

7

8

9

6

4

教育
学童期～
青年前期

教育

教育

青年中期

青年中期

青年中期

設定指標

学童期～
青年前期

教育

児童養護施設の子どもの進学率（高等学校等卒業後）★青年中期教育

教育

高等学校等中途退学者数★
（公立・全世帯）青年中期教育

高等学校等中途退学率★
（私立・全世帯）青年中期教育

1 生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率★

就学援助率

％

教育2
学童期～
青年前期

児童養護施設の子どもの進学率（中学校卒業後）★ ％

小学校

中学校

％

％

全日制 人

％

％

％

％

％

生活保護世帯に属する子どもの高等学校等中途退学率★

％

高等学校等中途退学率★
（公立・全世帯）

全日制

定時制

通信制

生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率★

全日制

通信制

％

％

定時制

通信制

人

人

Administrator
スタンプ



基本方向
ライフス
テージ

単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 所管局 所管所属設定指標

708 福祉子どもみらい局 私学振興課

13,834 福祉子どもみらい局 私学振興課

25 福祉子どもみらい局 私学振興課

6,153 福祉子どもみらい局 私学振興課

受給人数 人 14,214 教育局 財務課

受給率 ％ 10.1 教育局 財務課

受給人数 人 5,461 福祉子どもみらい局 私学振興課

受給率 ％ 7.3 福祉子どもみらい局 私学振興課

修学資金 件 648 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

就学支度資金 件 228 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

児童数 人 157,949 福祉子どもみらい局 次世代育成課

利用率 ％ 36.7 福祉子どもみらい局 次世代育成課

15 生活
学童期～
青年前期

％ 0.9 福祉子どもみらい局 生活援護課

15 生活
学童期～
青年前期

％ 1.5 福祉子どもみらい局 生活援護課

16 生活
学童期～
青年前期

％ 1.8 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

16 生活
学童期～
青年前期

％ 2.4 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

17 生活
青年中期

以降
％ 39.8 福祉子どもみらい局 生活援護課

17 生活
青年中期

以降
％ 46.6 福祉子どもみらい局 生活援護課

18 生活
青年中期

以降
％ 66.7 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

18 生活
青年中期

以降
％ 62.5 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

19 生活
青年中期

以降
件 3,817 福祉子どもみらい局 青少年課

受給資格者 人 58,037 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

児童数 人 73,086 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

児童扶養手当の受給資格者と児童数

高校生等奨学給付金（公立）の受給人数・受給率

高校生等奨学給付金（私立）の受給人数・受給率

母子父子寡婦福祉資金の貸付件数

保育所等利用児童数・利用率 

地域若者サポートステーションの相談受付件数

児童養護施設の子どもの就職率（高等学校卒業後）

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）

13

14

20

11

12

10

青年中期教育

青年中期教育

教育 青年中期

教育 その他

妊娠期～
乳幼児期

生活

経済 その他

高等学校等中途退学者数★
（私立・全世帯）

全日制

通信制

人

人

児童養護施設の子どもの就職率（中学校卒業後）

生活保護世帯に属する子どもの就職率(中学校卒業後)



（行政取組み指標） （下段は国データ）

主要施策 単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 目標（2024年度） 所管局 所管所属

100 100 教育局 子ども教育支援課

67.8 教育局 子ども教育支援課

100 100 教育局 子ども教育支援課

89 教育局 子ども教育支援課

2 教育 件 1,725 ① 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

3 生活 市町村 33 現状維持 福祉子どもみらい局 次世代育成課

4 生活 市町村 30 現状より増加 福祉子どもみらい局 次世代育成課

5 生活 件 - 50 福祉子どもみらい局 青少年課

6 就労 件 5,617 ② 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

7 就労 名 70 80 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

8 経済 件 9,348 ③ 福祉子どもみらい局 子ども家庭課

9 基盤づくり 市町村 5 23 福祉子どもみらい局 次世代育成課

10 基盤づくり ％ 65 80 福祉子どもみらい局 次世代育成課

※①、②、③の計17,000件

「子どもの貧困」という言葉の意味を知っている人の割合

母子・父子自立支援員相談受付件数（児童（教育等））

乳児家庭全戸訪問事業の実施市町村数

養育支援訪問事業の実施市町村数

若者の進路総合相談窓口（かながわみらいデスク）の登録件数

母子・父子自立支援員相談受付件数(生活一般(就労等)等)

母子・父子自立支援プログラム策定者数

母子・父子自立支援員相談受付件数（生活援護（福祉資金等））

子どもの貧困対策についての計画を策定している市町村数

1

％

％

設定指標

教育 スクールカウンセラーの配置率★

小学校

中学校



（参考数値） （下段は国データ）

主要施策 単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 所管局 所管所属

109 教育局 子ども教育支援課

2,377 教育局 子ども教育支援課

39.1 教育局 子ども教育支援課

50.9 教育局 子ども教育支援課

52.3 教育局 子ども教育支援課

58.4 教育局 子ども教育支援課

高等学校（公
立)

％ 73.8 教育局 学校支援課

％ 69.7 教育局 子ども教育支援課

％ 65.6 教育局 子ども教育支援課

21.2 教育局 子ども教育支援課

47.2 教育局 子ども教育支援課

63.6 教育局 子ども教育支援課

56.8 教育局 子ども教育支援課

小学校 ％ 99.6 教育局 保健体育課

中学校 ％ 63.7 教育局 保健体育課

義務教育学
校

％ 100 教育局 保健体育課

6 教育 箇所 2 教育局 生涯学習課

7 教育 市町村 30 福祉子どもみらい局 生活援護課

8 教育 市町村 8 教育局 次世代育成課

9 教育 箇所 146 教育局 生涯学習課

10 生活 箇所 1,243 福祉子どもみらい局 次世代育成課

１歳６か月 ％ 95.9 健康医療局 健康増進課

３歳 ％ 95 健康医療局 健康増進課

12 生活 市町村 19 福祉子どもみらい局 次世代育成課

13 生活 ％ 40.1 福祉子どもみらい局 青少年課

14 基盤づくり 県市町村 13 福祉子どもみらい局 次世代育成課

地域若者サポートステーションで支援を受けた人の就職率

貧困の状況にある子どもなどの実態調査等を実施した県市
町村数

放課後子ども教室の実施箇所数

放課後児童クラブの設置数

11 生活 乳幼児健康診査の実施率

子ども（18歳未満）を対象とした「子どもの居場所づくり」を
実施している市町村数（NO.９ 放課後子ども教室を除く）

「学習支援」を実施している市町村数（市町村の独自財源）

4 教育
新入学児童生徒学用品費等の入学前支給
の実施状況★

小学校

5 教育 学校給食実施率　（　）内は完全給食実施率

地域未来塾の実施箇所数

生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業実施市町村
数

就学援助制度に関する周知状況（入学時及び進級時に学
校で就学援助制度の書類を配布している市町村の割合）★

教育3

％

中学校 ％

人

2 教育
スクールソーシャルワーカーによる対応実績
のある学校の割合

小学校★ ％

中学校★ ％

設定指標

1 教育 スクールソーシャルワーカーの配置人数 小学校



神奈川県子どもの貧困対策推進計画 点検・評価書（案） 

 

 

１ 計画の検証・評価について 

(1) 計画の概要 

子どもの貧困対策を総合的に推進するため、県では、子どもの貧困対策の推進に関す

る法律第９条第１項に基づき、「神奈川県子どもの貧困対策推進計画」を平成 27 年３月

に策定した。 

令和元年度で５年間の計画期間が終了したが、引き続き、子どもの貧困対策を総合的

に推進するため「神奈川県子どもの貧困対策推進計画」を改定した。 

ア 計画のめざすすがた 

現在から将来にわたって、すべての子どもたちが夢や希望を持てる社会を実現し、子

どもたちの笑いあふれるかながわをめざす。 

  イ 対象地域 

神奈川県全域（政令市、中核市を含む。） 

ウ 計画の期間 

    令和２年度から令和６年度までの５年間 

エ 計画の構成 

    第１章 計画の概要 

    第２章 神奈川県の子どもをとりまく現状と課題 

    第３章 子どもの貧困に関する施策の方向性 

    第４章 課題解決に向けた具体的な取組み 

       ＜主要施策１＞教育の支援 

       ＜主要施策２＞生活の安定に資するための支援 

       ＜主要施策３＞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 

       ＜主要施策４＞経済的支援 

＜主要施策５＞社会全体で子どもの貧困対策に 

取り組むための基盤づくり 

 

    第５章 計画の推進と進捗管理 

    第６章 調査研究 

オ 施策展開上のポイント 

    本県の子どもの貧困の状況や施策の実施状況を把握し、その対策の効果などを検

証・評価するために、神奈川県 子どもの貧困に関する指標を設定。 

指標の改善に向け、５つの主要施策を定め、222 の事業が位置づけられている。 

  

222 の構成事業 

別添３ 



(2) 計画の検証・評価 

 ア 評価の概要 

  〇 計画では、毎年度、計画に位置付けた構成事業の実施状況を確認し、必要に応じ

て見直しを行うこととしているため、毎年度、実施状況等を確認し、計画の進捗管

理を行っていく。 

 

 イ 評価の方法 

    計画の指標の推移及び施策の進捗状況を確認し、評価を行う。 

 

 

   

 

  

① 指標の推移の確認 

本計画で設定した指標の５年間

の推移を確認し、現状把握や分

析を行う。 

② 施策の進捗状況等の確認 

    構成事業の取組実績・効果等を

確認し、５つの主要施策の進捗

状況を確認する。 

③ 総合評価 

①、②の結果を踏まえ、総合評価を行う。 

（総合評価は中間年・最終年のみ） 



２ 指標の推移の確認と分析 

 (1) 指標の概要 

・ 計画では、子どもの貧困に関する指標として、子ども指標 20 件、行政取組指標 10

件、参考数値 14件を定めている。 

・ 指標の推移については、個別の指標を単体でみるのではなく、より広い視点からそ

れぞれの区分ごとにおける指標の推移等を確認し、課題を検討する。 

 

(2) 指標の分類 

 ア 子ども指標  

(ｱ) 教育の機会の保証 13 件 

(ｲ) 生活の安定    ６件 

(ｳ) 経済基盤の維持  １件 

 イ 行政取組み指標  

(ｱ) 教育の支援 ２件 

(ｲ) 生活の安定に資するための支援 ３件 

(ｳ) 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 ２件 

(ｴ) 経済的支援 １件 

(ｵ) 社会全体で子どもの貧困対策に取り組むための基盤づくり ２件 

 ウ 参考数値 

(ｱ) 教育の支援 ９件 

(ｲ) 生活の安定に資するための支援 ４件 

(ｳ) 基盤づくり １件 

 

 (3) 指標の推移と分析 

 ア 子ども指標 (ｱ) 教育の機会の保証  

   （学童期～青年前期） 

 ・ 本県の生活保護世帯の子どもの高等学校進学率は、平成○年度と比べて、○％増加

しており、各年度ともに国の数値を上回っている。 

 ・ 児童養護施設の子どもの進学率についても～～～ 
 

 神奈川県 全国 備考 

生活保護世帯に属する 

子どもの高等学校等進学率 

□□％ ▲▲％ 平成○年○月○日現在 

 

以下、(2)指標の分類毎に作成 

 

３ 総合評価 

・ ○○○○○○○○○ 

・ ○○○○○○○○○ 

 


