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ひとり親家庭への支援体制の強化等について 

 

 

平素より、ひとり親家庭等支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

ひとり親家庭等に対する相談支援等は、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第

129 号）に基づき都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務所設置町村（以下「都道府県等」と

いう。）に設置される母子・父子自立支援員を中核とする総合的な相談窓口（以下「総合相談窓口」

という。）を中心に、関係機関等と連携を図りながら行われているところです。（別添１） 

ひとり親家庭等に対する相談支援等に関しては、令和２年１１月、行政改革推進会議の下で実

施された「秋のレビュー（秋の年次公開検証）」において議論がなされ、「ワンストップ化」や「プッシ

ュ型」の支援の必要性等について指摘された（別添２）ほか、令和２年度に厚生労働省が実施した

「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」において、母子・父子

自立支援員が相談支援の現場で抱える課題等について整理された（別添３）ところです。 

 一方、厚生労働省としては、ひとり親家庭への相談支援体制の更なる強化を図るため、令和２年

度第３次補正予算において「ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業」を措置（令

和３年度予算へ繰り越し）したほか、令和３年度予算において「ひとり親家庭等に対する相談支援

体制強化事業」を創設するなど、その機能強化に向けた支援措置を講じてきました。 

 以上を踏まえ、今後、都道府県等において、総合相談窓口の体制、専門性の強化に向けた取組

が促進されるよう、下記のとおり、総合相談窓口の体制強化等の重要性及び体制強化等に活用可

能な予算補助制度や母子・父子自立支援員への支援等について整理いたしました。 

 貴職におかれては、内容について御了知いただき、ひとり親家庭への支援体制の強化に向けて、

一層の取組をお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技

術的な助言であることを申し添えます。 

KTLBJ
テキスト ボックス
参考資料２



記 

 

１ 総合相談窓口の体制、専門性の強化の重要性 

ひとり親家庭等の支援ニーズには、ひとり親家庭になった理由や、自身や子どもの年齢、住居

や同居家族の状況、学歴・職歴や現在の職業、就業や転職への意欲等により多様なものがあり、

また、DV など多様な課題を抱えている場合もあるため、こうした個別のニーズに対応できる支援

制度が必要であるとともに、それらを支援対象の家庭の事情に応じて適切に組み合わせて行う

相談・支援が重要です。 

しかしながら、母子・父子自立支援員が担う相談の幅が広い上に児童扶養手当や母子父子寡

婦福祉資金貸付金の事務手続に追われ、相談需要に応え切れず、かつ、相談窓口の体制が十

分でないため、各種支援制度が充分に活用されていないとの指摘がなされています。また、ひと

り親家庭は、自分が支援対象であることに無自覚な場合や、育児や仕事に追われ、行政等への

相談ができていない場合など、必ずしも十分な支援につながらないとの指摘もなされています。 

新型コロナウイルス感染症の影響の拡大により、特に非正規労働者などに大きな影響が及ぶ

とともに、非正規雇用の割合が高く、経済的基盤が弱いひとり親世帯の方々は、特に厳しい状況

にある中で、ひとり親家庭等の支援ニーズに適切に対応していくためには、今後さらに総合相談

窓口の体制や専門性を強化すること等により、ひとり親家庭等から総合相談窓口へのアクセスの

向上を図り、相談支援等をより充実したものにしていくことが重要です。 

各地方自治体におかれましては、地域の実情に応じて必要となる国庫補助事業を充分に活

用いただくこと等により、総合相談窓口の体制強化等に向けた積極的な取組を進めていただくよ

うお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

○令和２年度「秋のレビュー（秋の年次公開検証）」における指摘事項 （抜粋） 

・子供の貧困・シングルペアレンツに関する問題は、困難な状態となるきっかけやプロセス、また、子供

の未来に関わることとして捉えれば、全ての人に関わる政策課題として位置付けるべきである。 

・今日までの子供の貧困対策、シングルペアレンツに対する支援に係る関係府省等の取組は、一定

の成果があるものとして評価できるが、まだ多くの課題がある。 

・その上で、今後、更に、必要な支援を必要な人に十分に行き渡らせるためには、まず、支援を必要と

する人の立場に立って、これを起点とした支援策の「ワンストップ化」を実現し、素早く有効な支援を

届ける必要がある。そのために、デジタル・データの活用に加え、役所や学校などの現場で直接支

援に携わる人（スクールソーシャルワーカーなどの支援員や NPO 法人等）を効果的に活用すること

が必要である。 

・また、自分が支援対象であることに無自覚な人、潜在的に支援を必要とする人、その予備軍に対し

て積極的にアプローチするためにも、「プッシュ型」の支援を可能とする必要がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

○「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」報告書 「第５章 提

言」（抜粋） 

【支援員の業務】 

・正規職員、非正規職員ともに貸付金関連の業務負担が大きく、相談支援業務に割ける時間が少な

い。 

・そのため、支援員が相談支援業務に時間を割くことができるよう、職員配置の改善や業務の見直し

などを検討する必要がある。 

【スーパービジョン、研修】 

・経験年数の浅い支援員を中心としてスーパービジョンや研修のニーズも高い。 

・支援の技術向上のためのスーパービジョン体制の構築や研修機会の確保が必要である。 

・具体的には、例えば正規職員に限らず、経験豊富な非正規職員をスーパーバイザーとして配置す

ることや、zoom などオンラインツールや e ラーニングを活用した研修の形式の検討などが考えられ

る。 

【ワンストップ型の相談対応】 

・ワンストップの相談支援に関し、個人情報の共有に課題を感じている自治体が多い。 

・個人情報の共有のためには、例えば、相談支援の早い段階で他機関への個人情報提供に関し同

意を取るなどの工夫が考えられる。 

・自治体からは、関連機関と連携するにあたり、制度の複雑性、母子・父子自立支援員の認知度の低

さ、支援の方向性を関連機関と調整する必要性などの課題があると回答があった。 

【ＩＣＴ活用】 

・個人メールを利用できる非正規職員は約２割と少なく、情報関連機器等の活用は低調である。 

・支援員が情報検索を容易にできるようインターネットへのアクセスを確保するとともに、ICT（情報通信

技術）の利活用を促進する必要がある。 

・例えば、複雑な支援制度をタブレット等で一覧で検索できるようにするなど相談支援ツールの整備を

進めることが考えられる。 

 



２ 活用可能な予算補助制度 

（１）補助メニュー 

＜総合相談窓口の体制強化、母子・父子自立支援員等の専門性強化＞ 

① 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 

【事業内容】 

ア 就業支援専門員配置等事業 

就業支援に関する専門的な知識を有する専任の「就業支援専門員」を配置し、母

子・父子自立支援員と連携・協力して相談支援に当たることで、 

・ 自治体の規模、支援サービスの状況など地域の実情に応じた相談窓口のワンス

トップ化を推進 

・ 就業を軸とした的確かつ継続的な支援の提供 

・ ＳＮＳ等を活用した支援施策に関する周知 

などを行う。 

イ 集中相談事業 

児童扶養手当の現況届の提出時期（８月）等に、ハローワーク職員、公営住宅・保育

所・教育関係部局職員、母子家庭等就業・自立支援センター職員、婦人相談所職員、

弁護士等を相談窓口に配置して、様々な課題に集中的に対応できる相談の機会を設

定する。 

【実施主体】 

都道府県、市、福祉事務所設置町村 

【補助率】 

国 1/2、都道府県等 1/2 

【補助単価】 

    アの事業 ： １か所当たり 5,000千円 

    イの事業 ： １か所当たり 3,100千円 

② ひとり親家庭等に対する相談支援体制強化事業 

【事業内容】 

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。 

【実施主体】 

都道府県、市、福祉事務所設置町村 

 



【補助率】 

国 1/2、都道府県等 1/2 

【補助単価】 

１か所当たり 2,200千円 

       ※ 市内の区役所・支所など、母子・父子自立支援員等を配置して相談支援を行っている場所毎

に補助単価を適用することが可能。 

③ ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業 

【事業内容】 

ひとり親家庭等に対するワンストップ相談及びプッシュ型支援体制の構築・強化を図るた

め、地域の実情に応じて次のア～カを組み合わせて実施する。 

ア チャットボットを活用した相談支援 

イ 入力フォームを活用した支援施策の案内等 

・ ひとり親家庭等が入力した情報より、活用可能な支援施策等を案内 

・ ひとり親家庭等が入力した情報より、その家庭の状況をまとめた電子個人票を作成 

ウ ひとり親家庭等の個々の情報を管理及び関係部署と共有するためのシステムの構築 

エ 電子個人票などを活用したプッシュ型支援 

オ 各種支援施策のオンライン申請 

カ その他、ひとり親家庭等に対するワンストップ相談及びプッシュ型支援体制の構築・

強化に資する取組 

【実施主体】 

都道府県、市、福祉事務所設置町村 

【補助率】 

定額（国 10/10相当） 

【補助単価】 

１自治体あたり 80,000千円 

④ 相談関係職員研修支援事業（母子家庭等就業・自立支援センター事業のメニュー事

業） 

【事業内容】 

ア 地域研修会の開催及び研修の受講促進 

都道府県等において、主に管内の自治体や福祉事務所の母子・父子自立支援員

や就業支援専門員その他の相談関係職員を対象として、自ら研修会等を開催するほ

か、他の各種研修会等への参加を支援することにより、研修機会を確保する。 

イ 合同検討会議の開催 

様々な問題を複合的に抱える困難ケースに対して的確な支援を行うため、就業、福



祉、保健・医療などの関係機関の支援者が会してケースに関する情報を共有した上

で、認識を共有し、多角的に支援方策について合同で検討する「合同検討会議」を行

う。 

【実施主体】 

都道府県、市、福祉事務所設置町村 

【補助率】 

国 1/2、都道府県等 1/2 

【補助単価】 

     １センター当たり 2,769千円 

 

 

＜総合相談窓口や支援施策等の周知・広報＞ 

⑤ 広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業（母子家庭等就業・自立支援センター事業

のメニュー事業） 

【事業内容】 

都道府県等において、支援施策の積極的・計画的な実施を図るため、支援施策に係る

要望・意見の聴取やニーズ調査等を行うとともに、支援を必要とする家庭に必要な支援が

届くようにするため、パンフレットなどの紙媒体をはじめ、メール、ウェブサイト、ＳＮＳ（ソー

シャルネットワーキングサービス）などのインターネットメディアの活用も含め、母子家庭の

母等が接しやすい方法により情報発信を行い、周知する。 

【実施主体】 

都道府県、市、福祉事務所設置町村 

【補助率】 

国 1/2、都道府県等 1/2 

【補助単価】 

  １センター当たり 2,300千円 

 

 

（２）令和３年度執行スケジュール（案） 

  ① 令和３年度（令和２年度からの繰越分）母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

（新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等）（（１）の③が該当） 

・ 令和３年５月 18日：交付要綱発出 

・        ６月 ２日：交付申請書提出期限 

・       12月頃 ：変更交付申請書提出期限（予定） 



  ② 令和３年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（（１）の①、②、④及び⑤

が該当） 

・ 令和３年６月頃：交付要綱発出（予定） 

・       ７月頃：交付申請書提出期限（予定） 

・ 令和４年１月頃：変更交付申請書提出期限（予定） 

 

なお、各自治体において上記の執行スケジュール（案）によらない補助金の執行（交付決定）

が必要な事情が生じた場合には、円滑な執行に向けて柔軟な対応を検討することとしていま

すので、随時ご相談いただきますようお願いいたします。 

 

 

３ 母子・父子自立支援員への支援の強化 

（１）母子・父子自立支援員の処遇改善 

支援員の人件費については、地方交付税により措置されているところですが、「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」報告書によれば、特に非常勤

の支援員の給与水準は低く、フルタイムの支援員であってもその給与の平均は年額 242.2 万

円となっております。 

これまで非常勤職員として任用されていた支援員については、地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律（平成 29年法律第 29号）（以下「改正法」という。）の施行に伴い、

令和２年４月１日より会計年度任用職員として任用されていることと存じますが、会計年度任

用職員については、総務省より通知されているとおり、類似する業務に従事する常勤職員の

職務の級の初号俸の給与月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知

識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるべきとされております。 

各地方自治体におかれては、改正法の趣旨等を踏まえ、支援員の処遇等についてもご検

討いただくようお願いいたします。 

また、支援員が活用できるＩＴ機器の整備や、支援員に対する研修の充実など、総合的な

処遇の改善についてもご検討いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

○「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」報告書 「第５章 提

言」（抜粋） 

【非正規支援員の待遇】 

・非正規支援員は仕事への高い意欲を持ち、また経験年数の長い支援員は相談対応に長けている

が、待遇面では課題がある。 

・母子・父子自立支援員の約８割を占める非正規職員は、半数弱が給与や賞与などの待遇、雇用

の不安定さを課題と感じている。 



（２）全国母子・父子自立支援員研修会について 

例年、支援員の資質向上を図ることを目的として「全国母子・父子自立支援員研修会」を開

催しているところです。 

本研修の開催に当たっては、全国母子・父子自立支援員連絡協議会に加盟する協議会を

有する地方自治体にもご協力いただいていたところですが、当面の間は厚生労働省におい

て単独で開催することとしていますのでご連絡いたします。 

（３）母子・父子自立支援員関係団体について 

     各地域において、支援員の資質向上等を目的として、要望活動や関係機関との連携等の

活動をされている団体があります。各都道府県等に所属する支援員が当該団体の活動に携

わっている場合もございますが、都道府県等におかれては、必要に応じてこれらの団体と連

携・協力いただき、団体の活動についてご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【照会先】 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

母子家庭等自立支援室 生活支援係 

電話：03-5253-1111（内線 4887） 



支援を必要とするひとり親が行政の相談窓口に確実につながるよう、分かりやすい情報提供や相談窓
口への誘導の強化を行いつつ、ひとり親家庭の相談窓口において、実情を踏まえた、ワンストップで寄
り添い型支援を行うことができる体制を整備

自治体の窓口のワンストップ化の推進

ウェブ
SNS

ひとり親支援の相談窓口
（福祉事務所設置自治体の相談窓口）

生活困窮者自立支援制度の相談窓口
（福祉事務所設置自治体の窓口(直営)又は民間団体(委託)）

ひ
と
り
親
家
庭

離婚届、転入届
保育園の手続

児童扶養手当等の窓口

複雑な制度情報をタブレット等
の情報機器でバックアップ

協力

関係機関等

○支援情報の定期的な配信
（行政→ひとり親）

○来所相談予約の申込み
（ひとり親→行政）

SNS等を活用した双方向型の支援

母子・父子
自立支援員

窓口の周知・PR

ひとり親窓口への
アクセスの向上

就業支援を含めた専門的な相談窓口
※NPO法人等の民間団体への一部委託も可

※相談窓口の充実等に必要な備品購入等を補助

子育て世代
包括支援センター

婦人相談所
婦人保護施設

母子生活支援施設等

母子家庭等就業・自立
支援センター

ハローワーク

弁護士等

公営住宅担当部局

ＵＲ、民間賃貸事業者

保育所等担当部局

NPO法人
社会福祉法人等

教育関係部局

スマートフォン等でのウェブサイト活用
支援窓口への誘導

児童扶養手当の現況届などの
機会を活用したニーズ把握

関係機関の連携体制づくり

協力

子育て＋仕事
➡ 時間がない
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◆「令和２年度秋のレビュー」（子供の貧困・シングルペアレント）指摘事項 

 

・ 子供の貧困・シングルペアレンツに関する問題は、困難な状態となるきっかけやプロセス、また、子供の未来に関わ

ることとして捉えれば、全ての人に関わる政策課題として位置付けるべきである。 

・ 今日までの子供の貧困対策、シングルペアレンツに対する支援に係る関係府省等の取組は、一定の成果があるも

のとして評価できるが、まだ多くの課題がある。 

・ その上で、今後、更に、必要な支援を必要な人に十分に行き渡らせるためには、まず、支援を必要とする人の立場

に立って、これを起点とした支援策の「ワンストップ化」を実現し、素早く有効な支援を届ける必要がある。そのために、

デジタル・データの活用に加え、役所や学校などの現場で直接支援に携わる人（スクールソーシャルワーカーなどの

支援員や NPO法人等）を効果的に活用することが必要である。 

・ また、自分が支援対象であることに無自覚な人、潜在的に支援を必要とする人、その予備軍に対して積極的にアプ

ローチするためにも、「プッシュ型」の支援を可能とする必要がある。 

・ 今後、国は、「ワンストップ化」や「プッシュ型」の支援を実現するために、デジタル・データの特性を活かしたデータ・

ベースに関わる共通インフラを主導して構築することを検討すべきである。その際には、これまでの子供の貧困対

策・シングルペアレンツに対する支援の取組を通じて得た知見を活かし、目指すべき枠組みやアウトカムを明確化す

ること。また、構築した共通インフラは、将来のモニタリングにも活用するほか、各地方公共団体において工夫するこ

とが可能となるような仕組みとするよう留意すること。また、それぞれの現場における支援を担う人的資源の拡充や雇

用の安定化（職員のキャリアアップへの配慮や NPO 等の積極的活用を含む。）のための施策を進めていく必要もあ

る。 

・ こうした「ワンストップ化」や「プッシュ型」の支援を実現するため、具体的には、支援を必要とする人の便益（教育効果

を含む。）となることを第一として、各地方公共団体における福祉部局と教育部局の連携強化・一体的体制の構築、

個人情報保護条例の改正や運用の見直し等により、情報の一元化や連携を可能とし、支援を必要とする人及びそ

の予備軍の状況を適時・的確に把握することを進めることが重要である。さらに、支援へのアプローチを容易とするた

めに、手続面での課題の整理、簡略化も必要である。 

・ また、国においては、子供に対する直接支援や学校外教育クーポンの制度化などの提案を踏まえ、貧困の連鎖を

断ち切る教育を実現するための学習支援のさらなる充実に向けた検討を行うべきである。 

・ 地方公共団体による優れた先行事例が存在する一方で、団体による取組状況に違いがあることに鑑み、すでに実

施している施策をさらに加速し、こうした問題を解消するためにも、国が必要な権限と資源を確保しつつ、力強いリー

ダーシップを発揮して、各地方公共団体の具体的な動きにつながる施策を推進することが必要である。 
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◆「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」報告書 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000775175.pdf 

 

【支援員の業務】 

正規職員、非正規職員ともに貸付金関連の業務負担が大きく、相談支援業務に割ける時間が少ない。 

正規職員の支援員では、業務の約６割が「貸付金相談・償還、児童扶養手当」関連となっている。非正規職員は正

規職員より「相談支援業務」に充てる時間は長いが、全体で約３割と十分ではない。（P11図表 ２ 11参照） 

そのため、支援員が相談支援業務に時間を割くことができるよう、職員配置の改善や業務の見直しなどを検討する

必要がある。 

なお、「支援員が相談支援業務に時間を割けるよう、地方自治体は余裕のある職員配置を検討する必要がある」とい

った意見があった。 

 

【非正規支援員の待遇】 

非正規支援員は仕事への高い意欲を持ち、また経験年数の長い支援員は相談対応に長けているが、待遇面では

課題がある。 

非正規職員は、正規職員より仕事にやりがいを感じている割合が高い（P122 図表 ３ 90参照）。 

経験年数が長い支援員は、相談対応において「１回の相談で対応は終了した※課題はおおよそ解決方向に向かっ

たと思えるケース」の割合が高い。（P13図表 ２ 13参照） 

母子・父子自立支援員の約８割を占める非正規職員は、半数弱が給与や賞与などの待遇、雇用の不安定さを課題

と感じている（P125 図表 ３ 93 参照）。 

地方自治体においては現状及び課題を把握するとともに、改善に努めることが望まれる。 

 

【スーパービジョン、研修】 

経験年数の浅い支援員を中心としてスーパービジョンや研修のニーズも高い。 

経験年数の浅い支援員は特にスーパービジョンのニーズがあるが（P20図表 ２ 21参照）、体制が整っているのは約

２割で、必ずしも十分ではない。（P18図表 ２ 19参照） 

相談技術の向上を課題と捉える非正規支援員は約６割と高い。（P125 図表 ３ 93参照） 

支援の技術向上のためのスーパービジョン体制の構築や研修機会の確保が必要である。 

具体的には、例えば正規職員に限らず、経験豊富な非正規職員をスーパーバイザーとして配置することや、zoomな

どオンラインツールや e ラーニングを活用した研修の形式の検討などが考えられる。 

なお、「厚生労働省が研修の実施主体となって、ZOOM などオンラインツールやｅラーニングの活用を検討する必要

がある」といった意見があった。 

 

【法的支援】 

支援員にとって特に難易度の高い、ひとり親への法的な支援を実施するにあたり、支援員へのサポートが必要とされ

ている。（P104 図表 ３ 71参照） 

ひとり親が法的な支援を受けやすくするため、支援員の研修機会を充実させるとともに、弁護士や法テラス等の専門

家・機関との連携が必要である。 
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【夜間、休日・祝日の相談対応】 

ひとり親は就業している者の割合が８割台と高いが、土日や夜間時間帯で相談対応可能な自治体は少ない。 

ひとり親で就業している者の割合は、平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査において母子家庭で 81.8％、父子家庭

で 85.4％と高い。しかし、土日祝日で相談可能な自治体、平日夜間帯で相談可能な自治体はわずかである。（P45 図

表 ３ 9参照） 

ひとり親の就労時間外の相談ニーズに応えられるよう体制整備が必要である。 

自治体の人口規模によって、相談者数も異なるため、地域の実情に応じた工夫が必要と考えられる。 

なお、「母子・父子自立支援員による相談体制の拡充には、地方自治体のひとり親支援担当課が人事部門や母子・

父子自立支援員本人と給与、勤務時間等の労務環境を調整することが必要になると想定される」といった意見があっ

た。 

 

【アウトリーチ、補助事業】 

アウトリーチの実施は４割台と低調で、人員不足、ノウハウ不足などの課題がある。 

アウトリーチを実施している自治体は 45.7％だが、今後の実施予定がない自治体も 46.3%と同程度あり、取組は低調

である。（P67図表 ３ 36参照） 

母子・父子自立支援プログラム策定等事業の実施は３割台で、補助事業の実施にあたり、アウトリーチと同様の課題

がある。 

母子・父子自立支援プログラム策定等事業の実施自治体は 36.0%、「母子家庭等就業・自立支援事業（母子家庭等

就業・自立支援センター事業・一般市等就業・自立支援事業）：就業支援事業」は 33.2%、ともに３割台となっている。

（P70図表 ３ 39参照） 

アウトリーチ支援の実施や補助事業を活用のため、体制整備が必要である。 

なお、「地方自治体は厚生労働省の施策を実施し、ひとり親家庭がより良い施策を利用できるよう検討する必要があ

る」といった意見があった。 

 

【ワンストップ型の相談対応】 

ワンストップの相談支援に関し、個人情報の共有に課題を感じている自治体が多い。 

自治体からは、関連機関と連携するにあたり、制度の複雑性、母子・父子自立支援員の認知度の低さ、支援の方向

性を関連機関と調整する必要性などの課題があると回答があった。（P32～P36） 

他機関との連携に加え、個人情報の取り扱いに関する手続き的な整備が必要である。 

個人情報の共有のためには、例えば、相談支援の早い段階で他機関への個人情報提供に関し同意を取るなどの

工夫が考えられる。 

なお、「関係機関との連携にあたっては、関係機関に母子・父子自立支援員について周知し、認知度を上げる必要が

ある」といった意見があった。 

 

【ＩＣＴ活用】 

個人メールを利用できる非正規職員は約２割と少なく、情報関連機器等の活用は低調である。 

非正規職員のうち、個人専用パソコンは約 4 人に３人の支援員が使っているものの、個人メールは約２割しか付与さ

れていない。（P117 図表 ３ 85 参照） 



支援員が情報検索を容易にできるようインターネットへのアクセスを確保するとともに、ICT（情報通信技術）の利活用

を促進する必要がある。 

例えば、複雑な支援制度をタブレット等で一覧で検索できるようにするなど相談支援ツールの整備を進めることが考

えられる。 

 

 


