
子どもの未来、応援します！
～　子どもとその家族への支援施策　～

千葉県子どもの貧困対策推進計画

　平成２４年の全国の子どもの貧困率は１６. ３％で、６人に１人の子どもが、
平均的な所得水準の半分以下で生活をしています。
　このような状況を踏まえ、県では、すべての子どもが、夢と希望を持って成長   
して、「千葉で生まれ育ってよかった」と思える社会の実現を目指すことを基本
理念とする「千葉県子どもの貧困対策推進計画」を平成２７年１２月に策定しま
した。
　計画では、設定した指標の改善を図り、総合的に子どもの貧困対策を進めて
いくために、「生活の支援」「教育の支援」「保護者に対する就労の支援」「経済
的支援」の４つの具体的な支援を整理し、計画の周知・啓発にも取り組んでお
ります。
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★　困ったこと、心配なこと、必要なこと、私たちに教えてください　★

　福祉事務所（市・県健康福祉センター生活保護担当課）
　● 生活保護による保護費の支給等　所得制限有り
　　　世帯全体の収入が、最低生活費を下回る世帯が対象となります。

　失業や病気、家族の収入が少なくなったなどにより、生活が苦しくなった時には、生活に足りない
分を保護費として支給します。
　保護は、生活費や家賃、子どもの就学費用や医療費などに対して行います。
　支給される金額は、お住まいの市町村や家族の状況により異なります。

　お問い合わせ　◆ 市：市福祉事務所　　◆ 町村：県健康福祉センター

　ひとり親家庭福祉担当課（市町村・県健康福祉センター）
　● ひとり親家庭等医療費等助成　所得制限有り
　　　ひとり親家庭の母・父と児童、父母のいない児童等が対象となります。

　母子家庭の母等及びその児童等が保険診療で支払った医療費等から一部本人負担額を除き、当該
医療費を助成します。

　● 母子父子寡婦福祉資金の貸付
　母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等が対象となります。
　児童（20 歳未満）を扶養している母子家庭等に、様々な用途の資金の貸付を行います。

お問い合わせ　◆ 市町村：ひとり親家庭福祉担当課（一覧表を参照ください）

　● 母子家庭等自立支援給付金　所得制限有り
　　　県内に在住する母子家庭の母、父子家庭の父が対象となります。

　看護師や介護福祉士、保育士などの資格取得のため、養成機関において修学する場合等に、給付
金を支給します。

お問い合わせ　◆ 市：ひとり親家庭福祉担当課（一覧表を参照ください）
　　　　　　　◆ 町村：管轄の県健康福祉センター

　生活困窮者への自立支援担当課（市・県健康福祉センター）

　児童扶養手当・児童手当担当課（市町村）
　● 児童扶養手当　所得制限有り
　　　児童を監護している母子家庭の母等が対象となります。

　ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給
します。

　● 児童手当　所得制限有り
　　　中学校修了までの児童を養育し、国内に住所を有している父母等が対象となります。

　　家庭等の生活の安定を図り、児童の健やかな成長を支援することを目的として手当を支給します。

お問い合わせ　◆ 市町村：児童扶養手当担当課、児童手当担当課

　● 自立相談支援
　　　生活に困窮する世帯で生活する保護者や子ども等が対象となります。

　窓口での相談に応じ、相談内容に基づく支援計画を作成し、自立に向けた支援を行います。

　● 住居確保給付金　所得制限有り
　　　離職により生活に困窮し、住居喪失のおそれがある方等が対象となります。

　住居確保給付金として、家賃相当額を支給します。また、同時に就労支援を行います。

お問い合わせ　◆ 自立相談支援事業の窓口（一覧表を参照ください）

　● 子どもの学習支援　所得制限有り
　　　生活に困窮する世帯で生活する子どもが対象（学年等は地域により異なる）となります。
　　　実施している市又は県が定める場所等により、子どもへの学習の支援を行います。
　　　　（※ 平成 27 年度に実施している市は、一覧表に学習の記号を記載しています）

お問い合わせ　◆ 市：生活困窮者自立支援担当課　◆ 町村：管轄の県健康福祉センター



　教育委員会（市町村）・子どもが在学する学校
　● 小・中学生の就学援助　所得制限有り
　　　経済的理由によって、就学困難と認められる小学生又は中学生の保護者が対象となります。
　　　就学が困難と認められる小学生又は中学生の就学に必要な援助（学用品費等、医療費、学校給食費）
　　を行います。
　　　援助の内容や、受けるための要件等については、市町村教育委員会へお問い合わせください。

お問い合わせ　◆ 市町村：教育委員会

　● 高等学校等就学支援金　所得制限有り
　　　高等学校等に在学する生徒（平成 26 年度以降に入学した者）が対象となります。
　　　教育費の負担を軽減するため、一定の要件を満たす生徒に、高等学校等の授業料に対して支援金
　　を支給します。

　● 奨学のための給付金　所得制限有り
　　　保護者等が県内に住所を有し、高等学校等に在学する高校生等がいる世帯が対象となります。
　　　授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件を満たす世帯に、奨学のための給付金を
　　支給します。

　● 千葉県奨学資金の貸付け　所得制限有り
　　　保護者等が県内に住所を有する高校生等が対象となります。
　　　高等学校等に在学し、経済的理由により修学が困難な方に対して、奨学資金の貸付け（無利子）　
　　を行います。

お問い合わせ　◆ 子どもが在学している高等学校等

　● スクールソーシャルワーカー及びスクールカウンセラーの配置
　公立小中学校及び県立高等学校の児童生徒及びその保護者が対象となります。
　様々な困難を抱える児童生徒の状況に応じた相談や、保護者、教職員等への助言・援助を行います。

お問い合わせ　◆ 公立小中学校、県立高等学校

　その他相談窓口
　● 千葉県子どもと親のサポートセンター
　　　児童生徒及びその保護者、教職員等が対象となります。
　　　学校生活に関すること、心や身体のこと、その他進路や適性に関することなど、相談活動を通して
　　支援・援助を行います。（電話・来所・E メール・FAX の４つの方法による相談）

　　　　　　お問い合わせ　◆千葉県子どもと親のサポートセンター　℡：０１２０（４１５）４４６

　● 地域若者サポートステーション（サポステ）
　１５歳から３９歳までの就労への意欲がある方及びその家族が対象となります。
　　就労に向け、様々な状況に応じた相談やプログラムの実施等により、職業的自立を支援します。

お問い合わせ　◆ちば地域若者サポートステーション　℡：０４３（３５１）５５３１
　　　　　　　※ 他に７箇所のサポートステーションが県内にあります

　● 母子家庭等就業・自立支援センター
　県内（政令市・中核市を除く）の母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等が対象となります。
　就業支援サービスの提供や、養育費の所得のための相談等を行います。

お問い合わせ　◆千葉県母子寡婦福祉連合会　℡：０４３（２２２）５８１８

　社会福祉協議会
　● 生活福祉資金の貸付　所得制限有り
　　　必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯が対象となります。

　子どもが高等学校、大学等への入学及び就学するために必要な経費について貸付を行います。

お問い合わせ　◆市町村：社会福祉協議会



市町村名 自立相談支援事業窓口 ひとり親家庭福祉担当課

千葉市

千葉市自立・仕事相談センター 中央　学習
千葉市自立・仕事相談センター 稲毛　学習

043-202-5563
043-207-7070

千葉市 子ども家庭支援課 043-245-5179
中央区 中央区 こども家庭課 043-221-2149

花見川区 花見川区 こども家庭課 043-275-6421
稲毛区 稲毛区 こども家庭課 043-284-6137
若葉区 若葉区 こども家庭課 043-233-8150
緑区 緑区 こども家庭課 043-292-8137

美浜区 美浜区 こども家庭課 043-270-3150

銚子市 銚子市自立支援相談センター 0479-24-0880 
0120-240-737 銚子市 子育て支援課 0479-24-8967

市川市 市川市生活サポートセンター 047-704-0010 市川市 子育て支援課
市川市 こども福祉課

047-711-0679
047-336-1178

船橋市 船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる　学習 047-495-7111 船橋市 児童家庭課 047-436-3316
館山市 館山市社会福祉協議会 0470-23-5068 館山市 こども課 0470-22-3496

木更津市 自立支援相談窓口 0438-23-6715 木更津市 子育て支援課 0438-23-7243

松戸市 松戸市自立相談支援センター　学習 047-366-0077 松戸市 子育て支援課
松戸市 子ども家庭相談課

047-366-7347
047-366-3941

野田市 野田市パーソナルサポートセンター　学習 04-7125-2212 野田市 児童家庭課 04-7125-1111
茂原市 長生ひなた 0475-36-3013 茂原市 子育て支援課 0475-20-1573
成田市 暮らしサポート成田　学習 0476-20-3399 成田市 子育て支援課 0476-20-1538

佐倉市 佐倉市社会福祉協議会
さくらワークサポートセンター

043-484-6200
043-485-6888 佐倉市 児童青少年課 043-484-6140

東金市 東金くらしサポート 0475-80-1113 東金市 子育て支援課 0475-50-1202
旭市 旭市社会福祉協議会地域生活支援室 0479-57-3133 旭市 子育て支援課 0479-62-8012

習志野市 生活相談支援センター「らいふあっぷ習志野」　学習 047-453-2090 習志野市 子育て支援課 047-453-9203
柏市 柏市地域生活支援センター（あいネット）　学習 04-7165-8707 柏市 こども福祉課 04-7167-1595

勝浦市 夷隅ひなた 0470-60-9123 勝浦市 福祉課 0470-73-6618
市原市 いちはら生活相談サポートセンター　学習 0436-37-3400 市原市 子ども福祉課 0436-23-9802
流山市 流山市くらしサポートセンターユーネット 04-7197-5690 流山市 子ども家庭課 04-7150-6082

八千代市 八千代市福祉総合相談室　学習
八千代市社会福祉協議会地域振興課

047-483-1151 
047-483-3021 八千代市 子育て支援課 047-483-1151

我孫子市 社会福祉課 04-7185-1111 我孫子市 子ども支援課 04-7185-1111
鴨川市 鴨川市福祉総合相談センター 04-7093-1200 鴨川市 福祉課 04-7093-7112

鎌ケ谷市 社会福祉課 047-445-1141 鎌ケ谷市 こども支援課 047-445-1141
君津市 生活自立支援センターきみつ 0439-56-1245 君津市 子育て支援課 0439-56-1128
富津市 くらしと仕事の相談支援センター 0439-87-9611 富津市 子育て支援課 0439-80-1256

浦安市 生活支援相談窓口　学習 047-351-1111 浦安市 こども家庭支援センター
浦安市 こども家庭課

047-351-7698
047-351-1111

四街道市 くらしサポートセンター「みらい」 043-421-3003 四街道市 家庭支援課 043-421-6124
袖ケ浦市 地域福祉課 0438-62-2111 袖ケ浦市 子育て支援課 0438-62-3272
八街市 自立相談支援窓口 043-312-0766 八街市 児童家庭課 043-443-1693
印西市 ワーク・ライフサポートセンター 0476-37-5571 印西市 子育て支援課 0476-42-5111
白井市 くらしと仕事のサポートセンター 047-497-3650 白井市 子育て支援課 047-497-3487
富里市 社会福祉課　学習 0476-93-4193 富里市 子育て支援課 0476-93-4497

南房総市 支援相談窓口 0470-44-3577 南房総市 社会福祉課  0470-36-1153
匝瑳市 生活支援相談窓口 0479-73-0759 匝瑳市 福祉課 0479-73-0096
香取市 香取サポートセンター 0478-79-0516 香取市 子育て支援課 0478-50-1257
山武市 生活・就労相談室 0475-80-1301 山武市 子育て支援課 0475-80-2631

いすみ市 生活相談窓口 0470-60-4111 いすみ市 福祉課 0470-60-1120
大網白里市 大網白里くらしサポート 0475-77-1222 大網白里市 子育て支援課 0475-70-0331
酒々井町

さかえ ･ しすいワーク・ライフサポートセンター 043-484-8222
酒々井町 健康福祉課 043-496-1171

栄町 栄町 福祉課 0476-33-7708
神崎町

エリアサポートライフ 0478-50-2800
神崎町 保健福祉課 0478-72-1603

多古町 多古町 子育て支援課 0479-76-5412
東庄町 東庄町 健康福祉課 0478-80-3300

九十九里町
さんぶくらしサポート 0475-80-1114

九十九里町 健康福祉課 0475-70-3162
芝山町 芝山町 福祉保健課 0479-77-3914

横芝光町 横芝光町 福祉課 0479-84-1257
一宮町

長生ひなた 0475-36-3013

一宮町 福祉健康課 0475-42-1415
睦沢町 睦沢町 健康福祉課 0475-44-2504
長生村 長生村 健康推進課 0475-32-6800
白子町 白子町 保健福祉課 0475-33-2113
長柄町 長柄町 住民課 0475-35-2414
長南町 長南町 保健福祉課 0475-46-2116

大多喜町
夷隅ひなた 0470-64-6380

大多喜町 子育て支援課 0470-82-2152
御宿町 御宿町 保健福祉課 0470-68-6716
鋸南町 ひだまり 0470-28-5667 鋸南町 保健福祉課 0470-50-1171

お問い合わせ一覧（生活困窮者自立支援・ひとり親家庭福祉の窓口）

千葉県　子どもの貧困対策 　　千葉県健康福祉部健康福祉指導課 自立支援班
　　　〒 260-8667 千葉市中央区市場町 1-1　℡ 043-223-2309

検索◀

（平成 28 年 1 月現在）


