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令和３年度における「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」 

の実施等について 

 

 

 日頃より、生活保護受給者等就労自立促進事業（以下「生保事業」という。）の運

営にご尽力いただき感謝申し上げます。 

 さて、「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」（以下「キャン

ペーン」という。）については、平成 25 年３月 29 日付け職派就発 0329 第２号「生

活保護受給者等就労自立促進事業の運用について」（最終改正：令和３年４月１日付

け職就発 0401第１号）（以下「室長内かん」という。）の記 19等に基づき、児童扶

養手当受給者が地方公共団体に現況届を提出する８月にあわせて実施することとし

ているところですが、ひとり親に対する就労支援の重要性が増していること及び新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止の重要性に鑑み、今年度の取扱いは下記のとお

りとしますので、ご留意いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．キャンペーン実施に向けた検討・調整について 

昨年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止その他関連施策へ

の対応等に鑑み、キャンペーンを中止したところであるが、今年度においては、地

域の実情に応じて実施可否を判断して差し支えないものとする。具体的には、地方

自治体の意向等を確認しつつ、地域における新型コロナウイルス感染症の感染拡大

状況を踏まえて実施可否を検討・判断すること。 

実施することとした場合は、窓口にアクリル板又はビニールシート等を設置す

る、相談や待合室等に広い会議室を利用するなど、窓口設置場所の状況に応じ、感

染防止措置を工夫すること。なお、実施に向けた検討・準備を進めている段階であ

っても、感染拡大状況を踏まえて中止も視野に適宜実施可否を検討する等、臨機応

変に対応すること。 

 

２．相談窓口での相談に当たっての留意点 

（１）仕事と子育てが両立しやすい正社員求人等を準備しておく等により、正社員就
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職を希望する者に対して漏れなく紹介できる体制を整えること。 

（２）生活保護受給者等就労自立促進事業への参加を希望しない者であっても、ハロ

ーワークによる支援を継続することが効果的であると考えられる場合は、マザーズ

ハローワーク・マザーズコーナー、コロナ対応ステップアップ相談窓口、求職者支

援制度（別添リーフレット活用）等のハローワークの他の支援策を積極的に案内・

誘導し、就労による自立を支援すること。 

 

３．取組準備状況の報告 

取組準備状況については、室長内かん記 19により９月 15日までに以下領域に報

告様式を格納すること。取組を中止する場合は報告への記載は不要であるが、局内

全てで取組中止となり取組準備状況の報告がない場合は、その旨を同締切までに以

下領域の報告状況一覧ファイルに記入すること。 

 

（報告領域） 

\\file3.inside.mhlw.go.jp\プロジェクト領域\02_本省-職業安定局共有\1 本省職業

安定局+全職業安定部\【就労支援室】令和３年度「出張ハローワーク！ひとり親全力

サポートキャンペーン」実施状況報告 

 

 

【資料】 

資料１：「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」リーフレット雛

形 

資料２：「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン好事例集」 

資料３：「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン ハロ-ワーク職

員・相談員研修資料」 

 

 

 連絡先  

職業安定局雇用開発企画課 

  就労支援室特定雇用対策係 
担当：柴川、小檜山、渡邉 

 電話：03-5253-1111（内5796） 
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資料２ 

 

出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン好事例集 

 

○ 「基本編」は、全労働局において実施可能と思われる内容を記載しました。 

○ 「プラスα！」については、上手く行かない時の対応策や、一歩踏み込んだ取組を記載

しました。 

○ 「発展編」は、労働局ごとに実施の可否は異なると思われる内容を記載しました。 

 

１，労働局から所に対する指示について 

<<基本編>> 

1. 所への通達に、過去の取り組み実施結果を添付。 

過去の取組結果を示すことで、各所の取組への意欲喚起を行う。 

＊プラスα！＊ 

過去の取組及び実績について労働局において分析し、より効果的な取組を工夫するよう

に指示する。 

 

<<発展編>> 

I. 自治体規模に関わらず、全自治体に意向を確認するよう指示。 

人口１０万人以上の都市が管轄内にない場合など、全自治体に意向を確認することは有

効。 

 

II. 自治体担当者からの呼びかけ。 

自治体から、ひとり親担当者を招き、ナビゲーターの研修会等で児童扶養手当受給者の

現状及び連携の重要性について説明してもらうことも有効。 

 

２，自治体に対する協力依頼等について 

<<基本編>> 

1. キャンペーンについて、生活保護受給者等就労自立促進事業協議会のメンバーに共有。 

協議会の構成員に対してキャンペーンの取組内容（例：ハローワークの臨時窓口相談と

県の支援員による巡回相談）を共有し、広報の強化をお願いした。 

＊プラスα！＊ 

取組内容を共有する際、過去の取組の成果もあわせて共有する。 

 

2. 自治体の郵送・封入負担の軽減。 

封筒サイズの小型リーフレットを作成し、郵送料を自治体予算の範囲に合わせる、封筒

に入るよう三つ折りにして自治体に持ち込む等、自治体の負担をできる限り軽減するよ

う努めた。 
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3. 臨時相談窓口の設置の日を自治体と調整。 

現況届の提出が多い日を自治体に確認し、その日に臨時窓口の設置ができるよう自治体

と調整。お盆時期は就労中の方が多い等、自治体からの情報を基に効果的な窓口設置日

を設定。 

 

4. 求職活動支援機関利用証明書の証明が必要な者を誘導依頼。 

５年以上受給している者で未就労の状態である者に対しては、求職活動支援機関利用証

明書の証明が必要となることから、そのような方については、ハローワークへの誘導を

積極的に実施するよう依頼した。 

 

<<発展編>> 

I. 都道府県の母子会との連携。 

母子会が各ハローワークと県内全域の市町村を対象に実施日の調整を行い、局と母子会

連名でリーフレットの作成をし、県が全市町村に配布を行う等、役割を分担した。 

 

II. 当日の運営をスムーズにするために、自治体に協力を依頼。 

現況届受付職員用の「受付マニュアル」に、ハローワークが出張相談に来ている旨を説

明するよう盛り込んでもらえるよう依頼した。 

 

３．PR方法について 

<<基本編>> 

1. 労働局長による記者発表を実施。 

定例の記者会見等を利用し、キャンペーンについて労働局長より発表を行った。 

 

2. 地元新聞社等を訪問し、キャンペーンの趣旨説明を実施。 

地元のコミュニティー新聞社も訪問し、趣旨の説明を行った。また地域コミュニティー

放送局で PRを行った。 

 

3. 通常時の事業リーフレットもキャンペーンリーフレットに同封。 

キャンペーン当日に来所できない者も多数おられると思われたため、通常の就労相談リ

ーフレットを同封し、キャンペーン期間以外でもハローワークがひとり親の就労支援を

行っていることを周知した。 

 

<<発展編>> 

I. 大型集客施設にパンフレットを配架。 

 

II. ひとり親への支援を行っている団体にキャンペーンリーフレットを配布。 
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母子寡婦福祉連合会など、ひとり親関係団体に対してキャンペーンについて PRすると

ともに、利用者の送り出しを依頼。 

 

III. 市役所が「現況届未提出の方へ」の手紙を郵送する際にも、キャンペーンリーフレット

を同封。 

 

４．臨時相談窓口や常設窓口への誘導等について 

1. 自治体の庁舎内に誘導のための矢印を紙で張り出し。 

＊プラスα！＊ 

自治体において、庁舎正面玄関入り口の「電光掲示板」による案内を実施した。 

 

2. 現況届提出者に対するアンケートを実施。 

現在の就労状況や訓練校に対する興味、ハローワークでの相談を希望するかなどのアン

ケートに答えて頂き、出張ハローワークがあることを認識していただく内容とした。 

＊プラスα！＊ 

現在の就労状況などをメインにアンケート方式にした個別相談票を作成し、ハローワー

クの支援事業に誘導しやすくした。また、相談票で各自の就労状況を聞き取りし、就労

意欲の高い受給者には、後日早急に求人票を送付し、就労支援を行う事により、再度事

業への参加を促した。 

 

<<発展編>> 

I. 母子寡婦福祉連合会にもスタッフの派遣を要請し、臨時相談窓口を併設。 

就労の相談だけではなく、生活の相談も同時にできた。 

 

II. 児童扶養手当担当部署以外にもキャンペーン実施について周知。 

臨時相談窓口設置当日に、生保事業や生活困窮者担当部署からの誘導もあり、後日の相

談予約に活かす事ができた。 

 

III. 自治体内での担当者の選定。 

「就労支援コーナー担当者」を１名任命してもらうことによって支援対象者の誘導を増

やした。 

 

IV. 子ども同伴の相談者のため臨時窓口に絵本を準備。 

 

V. 現況届の提出時の就労状況のアンケートを活用。 

自治体によっては、現況届提出時に就労状況アンケートを実施しているため、福祉事務

所のケースワーカーとの連絡会議において、アンケートの結果を踏まえて、求職活動を

している者を支援対象者として誘導するように依頼。 
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VI. 自治体とハローワークに加えて、社会福祉協議会、NPO 団体と連携し、ひとり親の資

格取得や子どもの修学資金等の相談もできる４者合同の相談窓口を設置。 

 

５．職業訓練の周知について 

1. 臨時相談窓口にパンフレットを配架。 

   ひとり親向けの訓練、託児所付き訓練のリーフレットを設置した。 

  ＊プラスα！＊ 

所独自に通所可能エリアに特化した職業訓練コースの一覧表を作成。 

 

2. 訓練ナビも同席し制度の詳しい説明や案内の実施。 

 

3. 訓練ナビが同席できない場合も、導入の説明を行った。 

臨時相談窓口に職業訓練のリーフレットを持参し、プレ相談を実施した。また、訓練部

門と連携し、訓練コース・給付金について事前に情報を得た上で、当日相談者へ対応し

た。 

＊プラスα！＊ 

訓練を検討している方には、その後に新着した訓練のリーフレットを郵送。 

 

4. 自治体に訓練について周知。 

  月初めに各自治体宛に生保事業の報告を送付する際、募集している職業訓練のパンフレ 

ットも同封し、自治体の就労支援員に職業訓練コースを周知。 

＊プラスα！＊ 

自治体職員・母子支援員に訓練終了後の３ヶ月の支援で就労へのつながりやすさ（実績

を市も評価）等、職業訓練についての理解を高める研修を実施。その結果、市職員・母

子支援員の相談窓口での積極的な取組が現在も続いており、職業訓練後の就労支援の説

明→希望となれば個人票を記載し、当所へ誘導→求職登録→支援対象者の流れで、来所

者及び受講者が増えた。 

 

 



出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン

ハローワーク職員・相談員研修資料
（令和３年５月）

資料３



○ 都道府県労働局・ハローワークでは、地方自治体との協定等に基づく連携を基盤に、生活保護受給者、児童扶養
手当受給者、生活困窮者等の就労による自立を支援する事業（生活保護受給者等就労自立促進事業）を行っている。

○ このほか、希望する地方自治体において、国が行う無料職業紹介等と地方自治体が行う業務をワンストップで一
体的に実施する国と地方自治体の連携事業である「一体的実施事業」も行っている。

現状

○ 「生活保護受給者等就労自立促進
事業」の支援対象者とするには、地
方自治体からのハローワークへの送
り出し（支援要請）が必要。

○ しかし、児童扶養手当受給者につ
いては、地方自治体へ定期的に出向
く機会がないため、本事業への誘導
が難しい。

課題

８月の現況届にあわせた児童扶養手当受給者の「生活保護受給者等就労
自立促進事業」への誘導の取組を「出張ハローワーク！ひとり親全力サ
ポートキャンペーン」と銘打ち、重点的な取組を展開する。

○ 地方自治体にハローワークの臨時相談窓口を設置し、誘導を強化。

○ ハローワークの常設窓口が設置されている地方自治体では、常設窓口
への誘導を強化。

○ 地方自治体からの郵送物に周知チラシを同封してもらう等、集中的に
配布し広報。

対応

・臨時相談窓口の設置件数 947か所 ※令和元年度

相談件数 4,267件 ※令和元年度

・生活保護受給者等（児童扶養手当受給者も含む）を対象にした一体的施設（常設窓口）
：212拠点 ※令和３年４月時点

取組状況

※平成27年度より実施

1

出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン 概要



母子家庭・父子家庭の現状

※平成28年度 全国ひとり親世帯等調査より
※（ ）内の値は、前回(平成２３年度)調査結果を表している。
※「平均年間収入」及び「平均年間就労収入」は、平成２７年の１年間の収入。
※ 集計結果の構成割合については、原則として、「不詳」となる回答（無記入や誤記入等）がある場合は、分母となる総数に不詳数を含めて算出した値

（比率）を表している。

母子世帯 父子世帯

１ 世帯数［推計値］
１２３.２万世帯

(１２３.８万世帯)  
１８.７万世帯

(２２.３万世帯) 

２ ひとり親世帯になった理由
離婚７９.５％ (８０.８％)
死別 ８.０％ ( ７.５％)

離婚７５.６％ (７４.３％)
死別１９.０％ (１６.８％)

３ 就業状況 ８１.８％ (８０.６％) ８５.４％ (９１.３％) 

就業者のうち正規の職員・従業員 ４４.２％ (３９.４％) ６８.２％ (６７.２％) 

うち自営業 ３.４％ ( ２.６％) １８.２％ (１５.６％) 

うちパート・アルバイト等 ４３.８％ (４７.４％) ６.４％ (  ８.０％) 

４ 平均年間収入
［母又は父自身の収入］

２４３万円 (２２３万円) ４２０万円 (３８０万円) 

５ 平均年間就労収入
［母又は父自身の就労収入］

２００万円 (１８１万円) ３９８万円 (３６０万円) 

６ 平均年間収入
［同居親族を含む世帯全員の収入］

３４８万円 (２９１万円) ５７３万円 (４５５万円) 
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○母子のみにより構成される母子世帯数は約75万世帯、父子のみにより構成される父子世帯数は約8万世帯
（平成２7年国勢調査）

○母子以外の同居者がいる世帯を含めた全体の母子世帯数は約123万世帯、父子世帯数は約19万世帯
（平成２８年度全国ひとり親世帯等調査による推計）

○児童扶養手当受給者数は約90.1（確定値）万人（令和元年度末時点、福祉行政報告例）

○母子世帯になった理由は、離婚が79.5％と最も多く、次いで未婚の母8.7%、死別8.0%となっている。
父子世帯になった理由は、離婚が75.6%と最も多く、次いで死別が19.0%となっている。
※昭和５８年では母子世帯で離婚約５割、死別約４割、父子世帯で離婚約５割、死別約４割

○離婚件数は約20万8千件（令和元年人口動態統計（確定数））

従来、増加傾向にあったが、平成１５年から概ね減少傾向。
うち、未成年の子どもがいる離婚件数は約１１万９千件で、全体の56.9％となっている。

○離婚率（人口千対）は1.69(令和元年人口動態統計（確定数）)。韓国2.1(2017年）、アメリカ2.9（2017年）、

フランス1.9（2016年）、ドイツ1.9（2017年）、スウェーデン2.4（2017年）、イギリス1.8（2016年）より低く、
イタリア1.5（2017年）よりは高い水準（OECD Family database）。

母子家庭と父子家庭の現状

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

離婚率

（人口千人対）
離婚件数 離婚件数及び離婚率の年次推移

1.69(R1)

208,496件(R1)

118,664件(R1)

離婚件数（全体）
離婚率（全体）
未成年の子どもがいる離婚件数

3



【就労の状況】（平成２８年度全国ひとり親世帯等調査）

○母子家庭の81.8％、父子家庭の85.4％が就労

（海外のひとり親家庭の就業率）

アメリカ（６９．９％）、イギリス（５９．２％）、フランス（６５．９％）、イタリア（６４．８％）、
オランダ（６１．５％）、ドイツ（６８．０％）、ＯＥＣＤ平均（６５．７％）
（出典）OECD Family databaseより（２０１４年の数値）

○就労母子家庭のうち、「正規の職員・従業員」は44.2％、「パート・アルバイト等」は43.8％

就労父子家庭のうち、「正規の職員・従業員」は68.2％、「パート・アルバイト等」は6.4％

【収入の状況】（平成２８年度全国ひとり親世帯等調査）

○母子家庭の母自身の平均年収は243万円（うち就労収入は200万円）

父子家庭の父自身の平均年収は420万円（うち就労収入は398万円）

○生活保護を受給している母子世帯及び父子世帯はともに約１割

【ひとり親世帯（※）の貧困率】※大人が一人で子どもがいる現役世帯 （2019年年国民生活基礎調査）

○子どもがいる現役世帯（世帯主が18歳以上65歳未満）の世帯員の相対的貧困率は48.1％（※旧基準）

（海外のひとり親世帯（※）の相対的貧困率）
アメリカ（４６．３％）、イギリス（２３．２％）、フランス（２５．９％）、イタリア（３７．０％）、
オランダ（２９．５％）、ドイツ（２９．６％）、ＯＥＣＤ平均（３２．５％）
（出典）OECD Family database  “Child poverty” 2020年7月1日閲覧

※ 貧困率は、算定の基礎となる所得に、保育の拡充など現物で支給される支援策が反映されない点や、統計の取り方の違いによりその水準が大きく変わる点に留意が必要

【養育費と面会交流の状況】（平成２８年度全国ひとり親世帯等調査）

（離婚母子家庭）（離婚父子家庭）
・養育費の取り決めをしている ： 42.9％ 20.8％
・養育費を現在も受給している ： 24.3％ 3.2％
・面会交流の取り決めをしている： 24.1％ 27.3％
・面会交流を現在も行っている ： 29.8％ 45.5％
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自営業
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（出典）平成２８年度全国ひとり親世帯等調査

母子家庭の就業状況

○ 母子家庭の81.8％が就業。「正規の職員・従業員」が44.2％、「パート・アルバイト等」が43.8％
（「派遣社員」を含むと48.4％）と、一般の女性労働者と同様に非正規の割合が高い。

○ より収入の高い就業を可能にするための支援が必要。

（参考）非正規の職員・従業員の割合
男女計 ３４．４％
男 １７．８％
女 ５４．１％

※ 非正規は、パート・アルバイト、 派遣社員、契約社員・嘱託など
（出典）労働力調査（基本集計）平成28年度平均

平均年間就労収入
３０５万円

平均年間就労収入
１３３万円
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（出典）平成２８年度全国ひとり親世帯等調査

父子家庭の就業状況

○ 父子家庭の85.4％が就業。「正規の職員・従業員」が68.2％、「自営業」が18.2％、「パート・アルバ
イト等」が6.4％。

○ 父子家庭の父の中にも就業が不安定な者がおり、そのような者への就業の支援が必要。

平均年間就労収入
４２８万円

パート・アルバイト等 （6.4%）
平均年間就労収入 １９０万円

（参考）非正規の職員・従業員の割合
男女計 ３４．４％
男 １７．８％
女 ５４．１％

※ 非正規は、パート・アルバイト、 派遣社員、契約社員・嘱託など
（出典）労働力調査（基本集計）平成28年度平均
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（出典）平成28年度全国ひとり親世帯等調査

○ 母子家庭になる前の不就業は23.5％、現在では9.4％であり、14.1ポイント減。
○ 母子家庭になる前の正規は32.1％、現在では44.2％であり、12.1ポイント増。
○ 母子家庭になる前の非正規は57.6％、現在では48.4％であり、9.2ポイント減。

母子家庭になる前後の就業状況・雇用形態
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母子家庭の現状（所得状況）

○母子世帯の総所得は年間３０６．０万円。「児童のいる世帯」の４１％に留まる。（2019年国民生活基礎調査）

○その大きな要因は「稼働所得」が少ないこと。稼働所得は「児童のいる世帯」の３４％に留まる。

（参考）「子どもがいる現役世帯」（世帯主が18歳以上65歳未満で子どもがいる世帯）のうち、「大人が一人」の世帯員の貧困率は
４８．１％と、依然として高い水準となっている。

総 所 得 稼働所得 公的年金・
恩 給 財産所得

年金以外の
社会保障
給付金

仕送り・
企業年金・
個人年金・
その他の所得

１世帯当たり平均所得金額（単位：万円）

全世帯 552.3 410.3 105.5 15.8 6.2 14.5

児童のいる世帯 745.9 686.8 25.6 8.1 18.5 6.9

母子世帯 306.0 231.1 10.4 17.6 37.3 9.6

１世帯当たり平均所得金額の構成割合（単位：％）

全世帯 100.0 74.3 19.1 2.9 1.1 2.6

児童のいる世帯 100.0 92.1 3.4 1.1 2.5 0.9

母子世帯 100.0 75.5 3.4 5.8 12.2 3.2

所得の種類別１世帯当たり平均所得金額及び構成割合

（出典）2019年国民生活基礎調査（2018年の所得状況）
※上記の表における母子世帯は、死別・離別・その他の理由（未婚の場合を含む。）で、現に配偶者のいない65 歳未満の女

（配偶者が長期間生死不明の場合を含む。）と20 歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成している世帯をいう。

41%        34%
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○ 平成１４年より「就業・自立に向けた総合的な支援」へと施策を強化し、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支援
策」の４本柱により施策を推進中。

○ 平成２４年に「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」が成立

○ 平成２６年の法改正(※）により、支援体制の充実、就業支援施策及び子育て・生活支援施策の強化、施策の周知の強化、父子家庭への支援の拡
大、児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しを実施。 （※母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童扶養手当法）

○ 平成２８年の児童扶養手当法の改正により、第２子、第３子以降加算額の最大倍増を実施。

○ 平成３０年の児童扶養手当法の改正により、支払回数を年３回から年６回への見直しを実施。

○ 令和２年の児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しを実施。

子育て・生活支援

○母子・父子自立支援員に
よる相談支援

○ヘルパー派遣、保育所等
の優先入所

○子どもの生活・学習支援事
業等による子どもへの支援

○母子生活支援施設の機能
拡充 など

就業支援

○母子・父子自立支援プログ
ラムの策定やハローワーク
等との連携による就業支
援の推進

○母子家庭等就業・自立支
援センター事業の推進

○能力開発等のための給付
金の支給 など

養育費確保支援

○養育費等相談支援セン
ター事業の推進

○母子家庭等就業・自立支
援センター等における養育
費相談の推進

○「養育費の手引き」やリー
フレットの配布

など

経済的支援

○児童扶養手当の支給

○母子父子寡婦福祉資金の
貸付

就職のための技能習得や
児童の修学など12種類の
福祉資金を貸付

など

ひとり親家庭等の自立支援策の体系

○ ひとり親家庭等に対する支援として、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支
援策」の４本柱により施策を推進。

○ 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき、
① 国が基本方針を定め、
② 都道府県等は、基本方針に即し、区域におけるひとり親家庭等の動向、基本的な施策の方針、
具体的な措置に関する事項を定める自立促進計画を策定。

【ひとり親支援施策の変遷】
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一般市・福祉事務所設置町村

（２）一般市等就業・自立支援事業

○ 母子家庭等就業・自立支援センター事業の８つ
の支援メニューの中から、地域の実情に応じ適切
な支援メニューを選択して実施

※ 面会交流支援事業については、平成28年度から

一般市等就業・自立支援事業のメニューに追加。
就業情報提供事業

（１）母子家庭等就業・自立支援センター事業

就業支援事業 就業支援講習会等事業

養育費等支援事業

・就業相談、助言の実施、
企業の意識啓発、求人開拓
の実施 等

・就業準備等に関するセミナー
や、資格等を取得するための
就業支援講習会の開催

・求人情報の提供
・電子メール相談 等

・生活支援の実施
・養育費相談の実施 等

支援メニュー

在宅就業推進事業

・在宅就業に関するセミナーの
開催や在宅就業コーディネー
ターによる支援 等

都道府県・指定都市・中核市

・「地域生活支援事業」を「養育費等支援事業」と改称し、弁護
士による離婚前を含めた養育費確保のための法律相談などを
実施する。（平成28年度から）

・「管内自治体・福祉事務所支援事業」を「相談関係職員研修
支援事業」と改称。（平成28年度から）

・ひとり親家庭の親に対し心理面のアプローチも考慮した就業相
談を実施する。（令和３年度から）

○実施先一覧： http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062967.html

面会交流支援事業

・面会交流援助の実施 等

相談関係職員研修支援事業 広報啓発・広聴、ニーズ

把握活動等事業
・相談関係職員の資質向上の

ための研修会の開催や研修
受講支援 等

・地域の特性を踏まえた広報
啓発活動や支援施策に係る
ニーズ調査の実施 等

母子家庭等就業・自立支援事業

○ 母子家庭の母及び父子家庭の父等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等まで
の一貫した就業支援サービスや養育費の取り決めなどに関する専門相談など生活支援サービスを
提供する事業。

事業内容

【実施主体】（１）都道府県・指定都市・中核市
（２）一般市・特別区・福祉事務所設置町村
（事業の全部又は一部を委託可）

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市・一般市等1/2
【R3予算】母子家庭等対策総合支援事業(158億円)の内数

※平成15年度から実施

《令和元年度》
○実施か所：116か所
○相談件数：87,241件
○就職件数：3,891件

心理カウンセラー等配置
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就 業 に よ る 自 立 → アフターケアの実施

児

童

扶

養

手

当

受

給

者

等 ・母子家庭等就業・自立支援事業
・自立支援給付金事業・母子父子寡婦福祉貸付金
・保育所の優先入所 等の活用

・面接相談
・状況、課題等の把握
・ハローワーク等の関係機関等との連絡調整

生活保護受給者等
就労自立促進事業
への移行

・キャリア・コンサルティング
・職業相談・職業紹介
・職業準備プログラム
・トライアル雇用
・公的職業訓練等の能力開発
・個別求人開拓
・就労後のフォローアップ

自立支援プログラム
に基づいた支援

自治体
（母子家庭等就業・自立支援センター、福祉事務所等）

自立支援プログラムの作成

（
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
と
の
兼
務
可
）

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
員

ハローワーク

福祉部門担当コーディネーター

・事業担当責任者
・就職支援ナビゲーター

面接の上、就労支援
メニューを決定

就労支援チーム福祉事務所担当コーディネーターとしての
参加等連携した支援の実施

母子・父子自立支援プログラム策定事業

○ 福祉事務所等に自立支援プログラム策定員を配置し、児童扶養手当受給者等に対し、①個別に面接を実施し、②本人の生活
状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、③個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた
自立支援プログラムを策定し、④プログラムに沿った支援状況をフォローするとともに、⑤プログラム策定により自立した後
も、生活状況や再支援の必要性を確認するためアフターケアを実施し、自立した状況を継続できるよう支援を行う。

○ また、母子・父子自立支援プログラムと連携して就労支援を行うため、ハローワークに就職支援ナビゲーター等を配置し、
ハローワークと福祉事務所等とが連携して個々の児童扶養手当受給者等の状況、ニーズ等に応じたきめ細かな就労支援を行う
生活保護受給者等就労自立促進事業を実施する。

事業内容
※平成17年度から実施

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・一般市等
（事業の全部又は一部を委託可）

【補助率】国10/10 【R1実施自治体数】582か所
【R3予算】母子家庭等対策総合支援事業(158億円)の内数
【R1実績】自立支援計画書策定件数：5,041件 就業実績：3,078件
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公共職業訓練 求職者支援制度 教育訓練給付 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金

主に雇用保険受給者
主に雇用保険を

受給できない方

期間 １か月～２年 ２週間～６月 概ね１か月～３年 概ね１か月～４年 １～４年

受講費

■専門実践教育訓練給付(中長

期的キャリア形成):50％(上限

年間40万円)を支給

※修了後１年以内に資格取得

等し、就職等した場合、更に

20％(上限年間16万円)を支給

■特定一般教育訓練給付(早期

再就職・キャリア形成):40％を

支給(上限20万円)

■一般教育訓練給付(上記以

外):20％(上限10万円)を支給

■受講費の60％(上限年間20万

円)を支給

※教育訓練給付と差額支給可

生活費

■基本手当 (2,000～

8,335円/日)＋受講手当

(500円/訓練日)＋通所

手当＋寄宿手当

■本人収入８万円以下

等、一定の要件を満た

す場合、職業訓練受講

給付金(月10万円)＋通

所手当＋寄宿手当

■修学期間中、月10万円(住民

税課税世帯月70,500円)を支給

■修学の最終年限１年間に限

り支給額を４万円加算

訓 練

内 容

例

■ものづくり分野(金属

加工、住環境計画等)

■事務系、介護系、情

報系等

■Word・Excel等の基礎

■介護等福祉サービス

■Webクリエイター等

の情報技術　等

■趣味的・教養的または入門

的・基礎的な水準のもの等以

外で、厚生労働大臣が指定する

教育訓練

■主に教育訓練給付の対象と

なる教育訓練

■看護師､准看護師､保育士､介

護福祉士､理学療法士､作業療

法士､調理師､製菓衛生師　等

無料(テキスト代等除く)

対象

ハローワークの求職者かつ、 在職者又は原則、離職後１年

以内の方で、雇用保険の被保

険者期間３年以上の方

児童扶養手当受給者または同等の所得水準にある方

ひとり親家庭の就労に資する訓練受講支援・訓練受講中の生活費支援

シフト制で働く方等は

月収12万円以下に引上げ
※９月末まで

１～２か月コースを創設 ２か月から緩和

ハローワークに申込【コロナ対応ステップアップ相談窓口を設置】 自治体のひとり親家庭支援窓口に申込

オンライン訓練の設定を促進

※教育訓練給付・
自立支援教育訓練
給付金と併給可能
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○ 母子家庭の母及び父子家庭の父が教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な
能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

自立支援教育訓練給付金【拡充】

目 的

※平成15年度に創設

○ 次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
② 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くため必要と認められること

対象者

○ 実施主体の自治体の長が指定
① 雇用保険制度の一般又は特定一般教育訓練給付の指定講座 《対象講座の例》簿記検定試験、介護職員初任者研修 等
② 同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座（専門資格の取得を目的とする講座に限る）
③ 都道府県等の長が地域の実情に応じて指定した講座

対象となる講座

① 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者
対象講座の受講料の６割相当額、上限20万円（上記対象講座の②については修学年数×20万円、最大80万円）

② 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる者
①に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額

※ ①②のいずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しない。
※准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合や、４年以上の課程の履修が必要な養成機関で修業

する場合には、４年間の支給を可能とする。【拡充】

支給内容

【実施主体】都道府県・市区・福祉事務所設置町村 【補助率】国３／４、都道府県等１／４
【R3予算】母子家庭等対策総合支援事業（158億円）の内数

実施主体等

【支給件数】2,459件 【就職件数】1,992件

支給実績《令和元年度》
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【支給対象期間】修業する期間（令和元年度より上限３年→上限４年に拡充）
※准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合や、４年以上の課程の履修が必要な養成機関

で修業する場合には、４年間の支給を可能とする。【令和３年度から拡充】

【支給額】月額１０万円（住民税課税世帯は月額７０，５００円）
令和元年度より、修学の最終年限１年間に限り支給額を４万円加算する。

【総支給件数】7,348件（全ての修学年次を合計）
【資格取得者数】2,855人（看護師 1,212人、准看護師 1,016人、保育士 162人、美容師 103人など）
【就 職 者数】2,121人（看護師 1,035人、准看護師 603人、保育士 137人、美容師 72人など）

○ 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の
受講期間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

目 的

○ 養成機関において修業を開始した日以降において、次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
② 養成機関において１年以上（※）のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること

※６月以上に拡充。【令和３年度限りの時限措置】

対象者

○ 就職の際に有利となる資格であって、養成機関において１年以上（※）修業するものについて、地域の実情に応じて定める。
《対象資格の例（※）》看護師､准看護師､保育士､介護福祉士､理学療法士､作業療法士､調理師､製菓衛生師 等

※６月以上の訓練を通常必要とする民間資格（デジタル分野等の資格や講座）の取得の場合も新たに給付対象として拡充。【令和３年度限りの時限措
置】

対象資格・訓練

支給内容

【実施主体】都道府県・市区・福祉事務所設置町村 【補助率】国３／４、都道府県等１／４
【R3予算案】母子家庭等対策総合支援事業（158億円）の内数

実施主体等

支給実績《令和元年度》

高等職業訓練促進給付金【拡充】 ※平成15年度に創設

※本給付金のほか、入学時の負担を考慮し、養成機関での訓練修了後に高等職業訓練修了支援給付金（５万円（住民税課税世帯は25,000円））を支給。
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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

○ 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備
金・就職準備金を貸し付け、これらの者の修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的と
する。

目 的

○ ひとり親家庭の親であり、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者

対象者

○ 養成機関への入学時に、入学準備金として５０万円を貸付
○ 養成機関を修了し、かつ、資格を取得した場合に、就職準備金として２０万円を貸付

※ 無利子（保証人がいない場合は有利子）

貸付額

○ 貸付を受けた者が、養成機関の修了から１年以内に資格を活かして就職し、貸付を受けた都道府県又は指定都市の区域内等
において、５年間引き続きその職に従事したときは、貸付金の返還を免除する。

貸付金の返済免除

【実施主体】①都道府県又は指定都市（都道府県又は指定都市が適当と認めた者への委託も可能）
②都道府県又は指定都市が適当と認める社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人などの民間法人（都道府県等

が貸付に当たって必要な指導・助言を行う場合に限る。）
【補 助 率】 ①の場合：９／１０（国９／１０、都道府県又は指定都市１／１０）

②の場合：定額（９／１０相当）※都道府県又は指定都市は、貸付実績に応じて１／１０相当を負担

実施主体等

※平成27年度から実施

【入学準備金】1,290件
【就職準備金】 889件

貸付実績《令和元年度》
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ひとり親家庭住宅支援資金貸付【新規】

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者に対し、住居の借り上
げに必要となる資金の貸付制度を創設することにより、就労又はより稼働所得の高い就労、子どもの高等教育の確保などに繋げ、
自立の促進を図ることを目的とする。

目 的

児童扶養手当受給者（同等の水準の者を含む）であって、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に
取り組んでいる者

対 象 者

貸 付 額：原則12か月に限り、入居している住宅の家賃の実費（上限４万円）を貸付

償還期限：都道府県知事等が定める期間

利 息：無利子

貸 付 額 等

償還免除：１年以内に母子・父子自立支援プログラムで定めた目標に合致した就職をし、就労を１年間継続したとき

死亡又は障害により償還することができなくなったとき

長期間所在不明で返還が困難と認められる場合であって履行期限到達後に返還を請求した最初の日から５年経過

償還猶予：災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき、その事由が継続する期間

償還免除・猶予

○実施主体が都道府県又は指定都市の場合 ：９／１０（国９／１０、都道府県又は指定都市１／１０）

○実施主体が都道府県又は指定都市が適当と認める民間法人の場合：定額（９／１０相当）

※ 都道府県又は指定都市は、貸付実績に応じて１／１０相当を負担（特別交付税措置）

実施主体・補助率

※ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
事業の新規メニューとして創設

【令和３年度予算： 158億円の内数（母子家庭等対策総合支援事業）】
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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
※平成27年度から実施

○ ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした
就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給する。

目 的

○ ひとり親家庭の親又は児童であって、次の要件の全てを満たす者。ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している者
は対象としない。
① ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
② 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就く

ため必要と認められること

対象者

○ 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）とし、実施主体が適当と認めたもの。
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学

支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

対象講座

① 受講修了時給付金
受講費用の４割（上限１０万円）

② 合格時給付金
受講費用の２割（受講修了時給付金と合わせて
上限１５万円）
※受講修了日から起算して２年以内に高卒認定試験に

全科目合格した場合に支給

支給内容・実施主体等

【実施主体】都道府県・市区・福祉事務所設置町村
【補助率】国３／４、都道府県等１／４
【R3予算】母子家庭等対策総合支援事業(158億円)の内数
【R1実施自治体数】325自治体
【R1支給実績】事前相談：195人 支給者数：64人

高卒認定試験
合格講座受講
（通信教育可）

高卒認定試験
受験（年２回）

高卒認定試験
合格

より良い就業
・高度な

職業訓練へ

①受講費用の４割
（上限１０万円）

を支給

②受講費用の２割
を支給

①＋②最大、受講費用の６割
を支給（上限15万円）

（イメージ図）
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１．目的
離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当

該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る（平成22年８月より父子家庭も対象）。

２．支給対象者
18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満）を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする

父又は養育する者（祖父母等）。

３．支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない

児童などを監護等していること。

４．手当額
月額（令和３年４月～） ・全部支給：４３，１６０円 ・一部支給：４３，１５０円～１０，１８０円
加算額 （児童２人目） ・全部支給：１０，１９０円 ・一部支給：１０，１８０円～ ５，１００円

（児童３人目以降１人につき） ・全部支給： ６，１１０円 ・一部支給： ６，１００円～ ３，０６０円

５．所得制限限度額（収入ベース）※前年の所得に基づき算定。

・全部支給（２人世帯） １６０万円
・一部支給（２人世帯） ３６５万円

６．支払期月
・１月、３月、５月、７月、９月、11月

７．受給者数（令和２年３月末現在）
９００，６７３人 （母：850,698人、父：45,902人、養育者：4,073人）

８．予算額（国庫負担（1/3）分）
令和３年度予算 １，５７５．８億円

９．手当の支給主体
支給主体：都道府県、市及び福祉事務所設置町村

10．改正経緯
①多子加算額の倍増（平成２８年８月分手当から実施）
②全部支給の所得制限限度額の引き上げ（平成３０年８月分手当から実施）
③支払回数を年３回から年６回に見直し（令和元年１１月分手当から実施）
④ひとり親の障害年金受給者についての併給調整の方法の見直し（令和３年３月分手当から実施）

児童扶養手当制度の概要
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※貸付金の件数・金額とも約９割が、児童の修学資金関係

○ 母子父子寡婦福祉資金は、配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているもの等に対し、その
経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的としている。

○ 母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定に基づき行われている。

目 的

① 母子福祉資金：配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの（いわゆる母子家庭の母）、母子・父子福祉団体 等
② 父子福祉資金：配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの（いわゆる父子家庭の父）、母子・父子福祉団体 等

（平成２６年１０月１日より）
③ 寡婦福祉資金：寡婦（配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるもの） 等

対象者

①事業開始資金、②事業継続資金、③修学資金、④技能習得資金、⑤修業資金、⑥就職支度資金、⑦医療介護資金、⑧生活資金、
⑨住宅資金、⑩転宅資金、⑪就学支度資金、⑫結婚資金（計１２種類）

貸付金の種類

○ 利 子：貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なるが、無利子または、年利１．０％
○ 償還方法：貸付金の種類によって異なるが、一定の据え置き期間の後、３年～２０年

貸付条件等

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市
【負担割合】国２／３、都道府県・指定都市・中核市１／３
【令和３年度予算】２０．７億円

実施主体等

① 母子福祉資金：１５４億２，９７２万円（２６，３４１件）
② 父子福祉資金： ７億４，２１５万円（ １，３５４件）
③ 寡婦福祉資金： ３億１，４２４万円（ ４５２件）

貸付実績《令和元年度》

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の概要
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LL030412訓01
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

再就職や転職を目指す皆さまへ

■求職者支援制度とは？

■主な対象者の方は？

給付金を受けて訓練を受講する方

離職者
雇用保険の適用がなかった離職者の方
フリーランス・自営業を廃業した方
雇用保険の受給が終了した方など

在職者
一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を
目指す方など

給付金を受けずに訓練を受講する方（無料の訓練のみ受講する方）

離職者
親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など
（親と同居している学卒未就職の方など）

在職者
働いていて一定の収入のある方など（フリーランスで働きながら、
正社員への転職を目指す方など）

求職者支援制度のご案内

● 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が、

月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講
する制度です

● 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職
活動をサポートします

● 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方
などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます

● 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を

受講できます（テキスト代などは自己負担）

無料の
職業訓練

月10万円

給付金

就職
サポート



■制度活用の主な要件

（訓練受講の要件）
● ハローワークに求職の申込みをしていること

● 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと

● 労働の意思と能力があること

● 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

（給付金の支給要件）
●本人収入が月8万円以下［シフト制で働く方などは月12万円以下 (＊) ］

●世帯全体の収入が月25万円以下

●世帯全体の金融資産が300万円以下

●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

●全ての訓練実施日に出席する（やむを得ない理由がある場合も､8割以上出席する）

●世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない

●過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

（＊ 令和3年9月末までの特例）

基礎 ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など

ＩＴ WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など

営業・販売・事務 OA経理事務科、営業販売科など

医療事務 医療・介護事務科、調剤事務科など

介護福祉 介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など

デザイン 広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など

その他 ３次元CAD活用科、ネイリスト養成科など

■主な訓練コース（求職者支援訓練）

● 訓練期間は2か月から6か月（＊）
＊ シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間から（令和3年度末までの特例）

● 上記の訓練のほか、訓練期間がより長い公共職業訓練（最長2年）も受講できます

［修了者の声］ 介護職が初めてで
不安もありました
が、経験豊富な講
師の授業により理
解が深まり、介護
職として働く意欲
が高まりました

簿記の資格を取得
でき、就職先も決
まりました。面接
や履歴書の作成指
導のおかげで就職
活動に意欲的に取
り組めました

給付金をも
らえたので、
生活の心配
をせずに訓
練に集中で
きました

コース検索

［所在地・連絡先］ ［制度の詳細］

厚生労働省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

求職者支援制度の申し込みは、
ハローワークで受け付けています
まずは、住所地を管轄するハローワークに
ご相談ください


