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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたひとり親家庭等への支援について
（令和２年９月11日事務連絡）（抜粋）

１．生活を支えるための支援のご案内
厚生労働省のホームページにおいて、国民の皆さまの生活を支えるための支援策をまとめたリーフレットを掲載しております。｢低所得

のひとり親世帯への臨時特別給付金｣をはじめ、「緊急小口資金・総合支援資金」、「社会保険料等の猶予」、「住居確保給付金」、「雇
用調整助成金」、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」、「小学校休業等対応助成金・支援金」などひとり親家庭等が活用可能な
支援策の概要がまとまっています。
ひとり親家庭等から相談のあった場合には個々の状況に応じた適切な支援をご紹介いただくとともに、リーフレットに記載の国による支

援施策や各自治体における独自の支援施策をまとめて行政側からひとり親家庭等へ積極的に働きかけを行うなど取組を進めていただくよう
お願いいたします。

○ 生活を支えるための支援のご案内
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

２．緊急小口資金等の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度において、緊急小口

資金及び総合支援資金の特例貸付を実施しております。
ひとり親家庭等から、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減に対する経済的支援について相談があった場合には、低所得のひと

り親世帯への臨時特別給付金のみならず、添付の資料やホームページをご活用いただき、当該特例貸付についてもご紹介いただくよう改め
てお願いいたします。
また、当該特例貸付の申込先は市区町村社会福祉協議会ですが、郵送による申請も可能です。下記特設サイトにおいて、特例貸付の申込

窓口や申込書等を掲載しておりますので、ひとり親家庭等の相談窓口にあらかじめ緊急小口資金及び総合支援資金の申請書を備え、必要に
応じて申請のサポートをするなど、申請者の負担軽減への最大限のご配慮をいただきますようお願いいたします。

○ 厚生労働省・生活支援特設ホームページ
URL：https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html

３～４ 略

５．ひとり親家庭等からの相談支援体制の構築・強化について
令和２年５月２７日付けの事務連絡（「令和２年度第２次補正予算案に係るひとり親家庭等への支援に関する財政措置について」）によ

りお示ししているとおり、「感染防止に配慮したひとり親家庭等相談支援体制強化事業」において、各種支援施策の申請手続等に関する相
談を集中的に受け付けるコールセンター等の開設費用や、通信機能を備えたタブレット端末等の購入費用の補助を行っております。
当該事業については、上記のほか、「１．生活を支えるための支援のご案内」に記載している支援施策の周知に要する費用なども補助対

象となりますので、積極的に活用いただきますようお願いいたします。

○ １自治体当たり1,000千円（補助率：国１／２）
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例② 各種支援策の申請手続き等に関するコールセンターの開設

○ 感染防止に配慮したひとり親家庭等相談支援体制強化事業

○ 社会的に孤立しがちなひとり親家庭等からの相談に対応するため、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮した相談
支援体制の構築・強化を図る。

○ ひとり親家庭等からの相談支援体制の構築・強化を図るため、新型コロナウイルス感染症の感染防止措置等に必要な費
用を補助する。

➢ テレビ電話を活用した相談支援や、オンライン会議の活用による関係機関との連携・調整等を図るための通信機能を備
えたタブレット端末等の購入費用

➢ 各種支援施策の申請手続き等に関する相談を集中的に受け付けるコールセンター等の開設費用

➢ ＳＮＳ等を活用した相談窓口の開設費用

➢ 適切な感染防止対策等に関する相談など、医療機関等との連携を図るための費用

➢ 感染予防のためのマスクや消毒液等の購入 等

対 象 補助率 補助基準額 実施主体

○ 感染防止に配慮したひとり親家庭等相談支援体制強化事業を実施する自

治体（委託先団体を含む。）
国１／２

１自治体あたり
1,000千円

都道府県、市及び福祉事務
所設置町村

補助単価等

支援の内容

例① ICTを活用した相談支援や関係機関との連携

●●に、▲▲などの書類を
提出いただくことで■■の支
援が受けられます。

・ 感染防止の観点からテレビ電話やＳＮＳ等を活用した相談支援や、
関係機関とのオンライン会議による連絡・調整等を行うための体制整備を
図る。

ひとり親家庭

テレビ電話・ＳＮＳ等による相談

母子・父子自立支援員等

テレビ電話による相談も可能
です。家庭の状況に応じ、
様々な支援が受けられます。

目 的

どんな支援を受けられるのか分
からない。感染症の恐れもある
から市役所に行きたくない。

関係機関との
オンライン会議
等による連絡・
調整

どんな支援を受けられるのか分
からない。どこでどのような手続き
を行えば良いのか分からない。

ひとり親家庭

電話等による相談

コールセンター

・ 各種支援施策の申請手続き等に関する相談を集中的に受け付ける
コールセンター等を開設し、申請を支援。

（母子家庭等対策総合支援事業）

令和２年度第二次補正予算：0.7億円
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたひとり親家庭等への支援について（その２）
（令和２年９月17日事務連絡）（抜粋）

（別添１）

１．各自治体におけるひとり親家庭等に対する相談支援の取組例

（１）ＳＮＳを活用した情報発信（横浜市）

・ ＬＩＮＥに公式チャンネル（ひとり親サポートよこはま）を開設し、ひとり親家庭等の各種相談窓口やひとり親サロンな

ど各種イベントの広報啓発を実施。

（２）ひとり親家庭等のニーズに応じた夜間相談（横浜市）

・ 就労等により、日中の相談に来られないひとり親家庭のニーズに応えるため、事前予約制で平日20時30分までに相談支援

を実施。

（３）リーフレットの訪問配付（滋賀県）

・ ひとり親家庭等の福祉に理解と熱意を有する者等を「ひとり親家庭福祉推進員」として県知事が委嘱。

・ 児童扶養手当の申請時に、「ひとり親家庭福祉推進員」による支援を紹介し、本人の希望を確認。

・ 「ひとり親家庭福祉推進員」は、希望のあったひとり親家庭等に対して、年３回、家庭を訪問し、「ひとり親家庭サポー

ト定期便（支援施策等に関するリーフレット）」を配付するとともに、家庭の状況を確認し、必要に応じて相談支援を実

施。直近の2020年夏号では、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一覧や相談窓口等を掲載（参考資料１参

照）。

（４）ひとり親家庭等への訪問支援（名古屋市）

・ 「ひとり親家庭応援専門員」を採用。

・ 児童扶養手当の現況届の用紙を送付する際に、｢お困りごと相談票（仕事や生活、子育てに関する悩み事を把握する調査

票）｣（参考資料２参照）を同封。

・ ｢お困りごと相談票｣より相談内容を分析し、対応策を検討した上で、家庭訪問等による相談支援など必要な支援を実施。

（５）転入時や離婚時におけるリーフレットの配付（豊島区）

・ 住民部門に「ひとり親家庭のサポートガイド（ひとり家庭等への支援に関するリーフレット）」（参考資料３参照）を配

置し、転入されたひとり親家庭等への情報発信を実施。

・ 離婚届けを受理する際に「ひとり親家庭のサポートガイド」を配付し、ひとり親家庭等になる方への情報発信を実施。 3



２．ひとり親家庭等への相談支援等に活用可能な国庫補助事業

（１）感染防止に配慮したひとり親家庭等相談支援体制強化事業【令和２年度第２次補正予算】
・ 各種支援施策の申請手続等に関する相談を集中的に受け付けるコールセンター等の開設や、通信機能を備えたタブレット端末等の購
入、ＳＮＳ等を活用した相談窓口の開設費用等に活用が可能。

・ 令和２年９月11日付け事務連絡においてお示ししたように、国による支援施策や各自治体における独自の支援施策の周知に要する費
用なども補助の対象であり、別添２でサンプルをお示ししたような「ひとり親家庭等に対する支援施策をまとめたリーフレット」の作成
や印刷、ひとり親家庭等への郵送に係る経費にも活用が可能。

実施主体：都道府県、指定都市、中核市、市（特別区含む）、福祉事務所設置町村 ※母子・父子福祉団体などの民間団体に委託することも可

補助単価：１自治体当たり1,000千円
補助率 ：国１／２、都道府県・指定都市・中核市・市・福祉事務所設置町村１／２

（２）ひとり親家庭等生活支援事業（相談支援事業）
・ 育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供を行う場合等に活用が可能。
なお、地域の実情に応じて、地域の民間団体の活用等による訪問・出張相談、同行支援や継続的な見守り支援を行うことも可能。

・ 国による支援施策や各自治体における独自の支援施策の周知に要する費用なども補助の対象であり、別添２でサンプルをお示ししたよ
うな「ひとり親家庭等に対する支援施策をまとめたリーフレット」の作成や印刷、ひとり親家庭等への郵送に係る経費にも活用が可能。

実施主体：都道府県、指定都市、中核市、市町村（特別区含む） ※母子・父子福祉団体などの民間団体に委託することも可
補助単価：１自治体当たり11,341千円 ※出張・訪問相談等を行う場合は上記に加え、4,265千円
補助率：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２ 国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

（３）ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業
・ 「就業支援専門員」を配置し、就業支援の専門性と体制を確保するほか、メール、ＳＮＳなどを活用したひとり親家庭等への支援施策
の周知や、様々な課題について相談できる集中相談事業を実施する場合等に活用が可能。

・ 国による支援施策や各自治体における独自の支援施策の周知に要する費用なども補助の対象であり、別添２でサンプルをお示ししたよ
うな「ひとり親家庭等に対する支援施策をまとめたリーフレット」の作成や印刷、ひとり親家庭等への郵送に係る経費にも活用が可能。

実施主体：都道府県、指定都市、中核市、市（特別区含む）、福祉事務所設置町村 ※母子・父子福祉団体などの民間団体に委託することも可

補助単価：就業支援専門員の配置による相談窓口の強化 １か所当たり5,000千円（事業を実施する相談窓口設置か所数ごと）
集中相談の実施による相談窓口の強化 １か所当たり3,100千円（事業を実施する相談窓口設置か所数ごと）

補助率 ：国１／２、都道府県・指定都市・中核市・市・福祉事務所設置町村１／２

（４）母子家庭等就業・自立支援事業（広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業）
・ 地域の特性を踏まえた広報啓発活動や支援施策に係るニーズ調査を実施するほか、メールやＳＮＳを活用し地域の特性を踏まえた広報
啓発活動を実施する場合に活用が可能。

・ 国による支援施策や各自治体における独自の支援施策の周知に要する費用なども補助の対象であり、別添２でサンプルをお示ししたよ
うな「ひとり親家庭等に対する支援施策をまとめたリーフレット」の作成や印刷、ひとり親家庭等への郵送に係る経費にも活用が可能。

実施主体：都道府県、指定都市、中核市、市（特別区含む）、福祉事務所設置町村 ※母子・父子福祉団体などの民間団体に委託することも可

補助単価：１センター当たり2,200千円
補助率：国１／２、都道府県・指定都市・中核市・市・福祉事務所設置町村１／２ 4



（別添２）

ひとり親家庭等に対する支援施策をまとめたリーフレット（サンプル）
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１．相談支援体制強化事業
１か所当たり 2,200千円

２．住居費支援事業
１世帯当たり 月額40千円（上限12月）

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村（事業の全部又は一部を民間団体等に委託可）
【補助率】 国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２

国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４

１．相談支援体制強化事業

タブレット等を活用した相談対応ツールや、動画による研修ツールなどを作成し、母子・父子自立支援員等の専門性の向上及び相談支
援体制の充実を図る。

２．住居費支援事業
公営住宅の入居を希望したが、入居できなかったひとり親家庭を対象として、民間借家と公営住宅の家賃の差額相当を支援する。

ひとり親家庭に対する相談支援体制強化等事業【新規】

○ 母子・父子自立支援員等がひとり親家庭の個々の状態に応じて、適切な支援へ繋ぐことできるよう相談体制を強化するとともに、新型
コロナウイルス感染症の影響の長期化等に伴い、生活困難に直面するひとり親家庭の生活基盤の安定を図る。

目 的

事業内容

実施主体等

【令和３年度概算要求額：事項要求（母子家庭等対策総合支援事業）】

補助基準額（案）
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＜離婚前後親支援モデル事業＞

①公正証書の作成支援（補助単価創設）

②弁護士による個別相談（補助単価創設）

③保証契約における保証料補助（補助単価創設）

④戸籍抄本等の書類取得補助（補助単価創設）

⑤その他先駆的な取組への補助（補助単価創設）

⑥取組の横展開

※①～⑤については、令和2年度より補助対象と
している。

相談支援

取り決めに係る支援

確保にかかる支援

養育費の確保に関する今後の施策の方向性について

・アクセスのしやすい多様な方法による支援
・身近な地域で伴走型の支援や専門的な相談の均てん化

・先駆的取組の促進
・横展開

赤字：令和３年度予算要求における拡充内容
青字：今後運用上改善を図るもの（非予算）

＜養育費相談支援センター事業＞

①家事調停経験者等よる相談支援

②弁護士等による専門相談（単価拡充）

③SNS等を活用した相談支援（創設）

④地域の相談支援へ繋ぐ機能の強化

・より早期の低葛藤時点からの支援
・受講しやすい方法による親支援講座の実施

＜養育費等支援事業＞

①リーフレットによる情報提供

②家庭裁判所等への同行 地方自治体において

独自の確保支援策を実施

養育費については、養育費相談支援センターや地方自治体における養育費に関する相談支援を充実・強化するとと
もに、離婚前後親支援モデル事業を拡充し、離婚前からの親支援の充実や養育費の確保に係る支援施策の推進に取り
組む。

※ 養育費の確保の推進に際しては、離婚時における養育費の
取決めがより一層促進されることが重要。

＜離婚前後親支援モデル事業＞

①親支援講座の実施

②離婚前段階から個別ヒアリングや動画
教材による講義などの実施（創設）

③戸籍及び住民担当部署との連携強化
（創設）

＜養育費等支援事業＞

①相談員による手続相談

②SNS等を活用した相談支援（創設）

③弁護士による説明会（単価拡充）

④弁護士会と連携した個別相談（創設）

⑤託児サービスの整備（単価拡充）
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養育費等支援事業（「母子家庭等就業・自立支援事業」のメニュー事業の一つ）【拡充】

○ 母子家庭の母等の養育費の確保のため、身近な地域での養育費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談員等による
相談対応や、継続的な生活支援を必要としている家庭への支援を総合的に行うことにより、母子家庭等の生活の安定と児童の
福祉の増進を図ることを目的とする。

目 的

○ 養育費に関する専門知識を有する相談員を配置し、①養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行の手続に関す
る相談や、②リーフレット等による情報提供、③養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援、④講演会
の開催等を実施する。

○ 弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行に関する法律相談を実施する。
○ 地域の母子生活支援施設等の相談・支援機能を活用して、そのノウハウを活かした相談等の生活支援を継続的に行う。

事業内容

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市・市区・福祉事務所設置町村
（事業の全部又は一部を民間団体等に委託可）

【補助率】 国１/２、都道府県等１/２

実施主体

連携・協力
養育費相談支援センター

母子・父子自立支援員

相談員

養育費等相談

相談対応・情報提供・支援

離婚前後

弁護士

○養育費取得のための取り決めや
支払いの履行等に関する相談

○家庭裁判所等への同行支援
○家庭訪問等の継続的な生活支援 など
◆託児サービス、SNSによるオンライン
相談などアクセスしやすい相談支援体
制を構築

① 弁護士による養育費等に関する法律相談を行う場合
１センター当たり 3,064千円→6,633千円【拡充】

② ①以外の事業を行う場合
ア 週５日以下の実施の場合 3,697千円→4,405千円【拡充】
イ 週５日以下（土日を含む）の実施の場合

3,915千円→4,845千円【拡充】
ウ 週６日実施の場合 4,135千円→5,073千円【拡充】
エ 週７日実施の場合 4,578千円→5,528千円【拡充】

③ 弁護士会等との連携による個別相談支援を行う場合
1,491千円【新規】

④ ＳＮＳなどアクセスしやすい多様な方法により相談支援を行う場合
11,707千円【新規】

補助単価

事業イメージ

◆弁護士単価の拡充
弁護士会等

◆弁護士会等と連携した
個別相談を実施

※赤字は、令和３年度概算要求による拡充部分

【令和３年度概算要求額：148億円の内数（母子家庭等対策総合支援事業）】
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離婚前後親支援モデル事業（令和元年度～）【拡充】

＜モデル事業イメージ＞

○ 離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後の生活を
考える機会を提供するため、講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行う。

○ 地方自治体が養育費の履行確保に資するものとして先駆的に実施する取組を支援する。

＜実施主体＞都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村（民間団体への委託可）

＜補助率＞国1/2 都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村1/2

地方自治体

民間団体
＜事業の全部又は一部を委託可＞

講座等の開催

◆ 親支援講座の受講者を対象に、ひとり親向けの支
援施策や相談窓口等の情報提供を行う。

②情報提供

【講義】
◆ 離婚前後の父母等を対象に、離婚が子どもに与え

る影響や養育費等の取り決めの重要性等に関する
講習を実施する。

◆ 講義を行う者の選定に当たっては、学識経験者、
元家裁調査官など離婚問題に関し知見を有する者、
父母教育プログラム等を実施している民間団体等
に協力を依頼する。

【グループ討議】
◆ 親支援講座の受講者を対象に、当事者間での意見

交換の場を提供する。
また、様々な立場の当事者の意見を聞くことがで

きるような工夫も行う。

①親支援講座

○ 子どもの心情の理解

○ 離婚後の生活や子育てに
関する不安を軽減

○ 同じ境遇にある当事者と
の交流などにより、孤立感
を解消

○ 養育費や面会交流に関す
る取り決めを促進

○ ひとり親になって間もな
い段階から必要な支援の提
供が可能

○ 養育費の履行を確保

◆ 公正証書の作成支援及び養育費の取り決め等に関
する弁護士への相談に関する支援等を行う。

③養育費の履行確保（R2～）【拡充】

【令和３年度概算要求額：148億円の内数（母子家庭等対策総合支援事業）】
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離婚前後親支援モデル事業の拡充について

＜現 行＞

（１）離婚前後親支援モデル事業（１か所あたり1,713千円）

① 親支援講座（H元～）
養育費の取り決めの重要性等の講義や当事者間での意見交換を
実施。

② 情報提供（R元～）
親支援講座の受講者に対し、ひとり親向けの支援施策や相談窓口
の情報提供を行う。

③ 養育費の履行確保等（R２～）
公正証書の作成支援及び弁護士相談に関する支援等を行う。

① 親支援講座
養育費の取り決めの重要性等の講義や当事者間での意見交換を
実施。

② 情報提供
親支援講座の受講者に対し、ひとり親向けの支援施策や相談窓口
の情報提供を行う。

＜要 求＞

（１）親支援講座（１か所あたり1,720千円）

（２）戸籍・住民担当部署との連携強化（１か所あたり1,941千円）

（３）離婚前段階からの支援体制強化（１か所あたり1,977千円）

（４）公正証書等による債務名義の作成補助（１件あたり43千円）

（５）保証契約の保証料補助（１件あたり月額50千円）

（６）戸籍抄本等の書類取得補助（１件あたり76千円）

（７）弁護士等による個別相談支援（１か所あたり7,866千円）

※ ①のみ実施、③のみ実施、①～③全て実施など、いずれの場合も補
助単価は1,713千円。

・ 戸籍・住民担当部署とひとり親担当部署と連携（離婚届の受け取
り時の相談支援など）を図る。

・ 別居開始時点など低葛藤時点からの個別ヒアリングや動画教材によ
る講義、オンラインカウンセリング等を行う。

・ 公正証書等による債務名義を作成する場合の公証人手数料の補
助を行う。

・ 保証会社と養育費保証契約を締結する際の保証料として本人が負
担する費用の補助を行う。

・ 家庭裁判所の調停申し立てや、裁判に要する収入印紙代や、戸籍
抄本等の添付書類取得費用への補助を行う。

・ 養育費を始め、離婚前後の親支援に関して、個々の状態に応じた専
門的な相談支援を行う。

（８）その他先駆的な取組（１か所あたり1,941千円）

・ （１）～（７）のほか、養育費の履行確保等に資するものとして先
駆的な取組
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１．検討委員会による調査事項の検討
・ 自治体におけるひとり親支援の相談窓口の場所や対応
者及び支援の手法など支援体制の現状を把握するとともに、
課題を明確化するために必要な調査項目を検討。

母子・父子自立支援員等による相談支援体制の実態に関する調査研究事業

背 景 目 的

事業内容

◆ 母子・父子自立支援員の認知度及び利用状
況が低調。

認知度：母子世帯46.7％、父子世帯50.3％
利用状況：母子世帯 4.0％、父子世帯 2.3％

◆ 母子・父子自立支援員等による相談支援体
制の実態を把握し、必要な支援施策を検討す
る。

２．実態調査の実施（令和２年１２月上旬調査票発出予定）

（１）自治体アンケート
・ 907か所（都道府県47か所、市792か所、特別区23か所、

福祉事務所設置町村45か所）を対象とした悉皆調査。

（２）支援員アンケート
・ 母子・父子自立支援員1,780名（令和２年４月時点）を
対象とした悉皆調査。

３．検討委員会による調査結果の分析・提言
・ 調査結果を基に、現状及び課題を明確化。
・ 明確となった課題を解決するために、国として必要な
支援施策を検討。

海野 惠美子 全国母子寡婦福祉団体協議会 理事長

齋藤 邦仁 山形県子育て若者応援部子ども家庭課長

島崎 謙治 国際医療福祉大学大学院 教授

◎新保 幸男 神奈川県立保健福祉大学 教授

鈴木 和彦 浜松市こども家庭部 子育て支援課長

森内 純子 全国母子・父子自立支援員連絡協議会 会長

（敬称略、五十音順）
（◎座長）＜検討委員会委員＞

※ 上記検討委員会委員のほか、関係団体からも意見を聴取し、
実態調査及び結果の分析を行う。
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