
全ての子どもたちが夢と希望を持って

成長していくことのできる社会を目指して

岡山市の子どもたちの将来が
生まれ育った環境に左右されることのないよう、
また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう
「子どもの貧困」に気づき、支援につなげましょう。

岡山市

子どもの未来応援の
道しるべ



経済的に困難な状態にある子どもは
およそ７人に１人

経済的困難だけではなく、複合的な困難を抱えている

平成29年岡山市子どもの生活に関する実態調査
（支援者へのアンケート）

こころの状態の安定性・心身の健康・・・・・・・・・・・・ 75.7％

健全な生活習慣・食習慣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.1％

自己肯定感・自尊心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59.4％

コミュニケーション能力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42.9％

読み書き・計算などの基礎的な学力 ・・・・・・・・・・・ 35.3％

　家庭が経済的に困窮していると、他の子どもが当たり前に経験出来ることができな
かったり、通常得られるものが得られなかったりします。例えば、習い事や学習塾に
行けない、部活動に参加できない、食事が十分にとれない、病気になっても病院にか
かれないなどです。
　こうした複合的な困難は、低学力、精神的な落ち込みにつながり、未来に希望がも
てなくなるとともに、人や社会との関係性が切れ、人生の選択肢を狭め貧困の連鎖を
生み出す原因ともなります。

　「平成28年国民生活基礎調査の概況」によると、日本の子どもの相対的貧困率は、
13.9％でした。つまり、17歳以下の子どものおよそ7人に1人が所得分布の中央値の
50％である貧困線（122万円（一人当たり））を下回る世帯で生活していることにな
ります。これを世帯単位で考えると、2人世帯に換算すると約172万円、3人世帯な
ら約211万円に満たない所得で暮らしていることになります。
　平成22年の国際比較において、日本の子どもの相対的貧困率は、経済協力開発機構
（OECD）加盟国34か国のうち、上から10番目と国際的に見ても高い水準といえます。
　また、岡山市内の子どものうち、およそ13人に１人が児童扶養手当（＊10ページ
参照）受給世帯に属し、岡山市内の小中学生のおよそ7人に1人が就学援助（＊12ペー
ジ参照）を受けるなど、経済的に困難な世帯で暮らしています。　
　しかし、必要最低限の生活水準が満たされていない絶対的貧困と違って、相対的貧
困の状態にある子ども達の存在に私たちは気づきにくいと言われています。
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参考

困難を抱える子どもはどのような項目において不足していると思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）



「子どもの貧困」の問題は、
家庭の困難な状況と切り離して考えることはできない

ひとり親家庭の貧困率は50.8％であり、
子どもがいる現役世帯全体の貧困率を大きく上回る

子ども達の未来のために

　ひとり親家庭の貧困率は50.8％であり、子どもがいる現役世帯全体の貧困率
12.9％を大きく上回っています。
　また、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯の平均年
間収入（348万円）は、国民生活基礎調査による児童のいる世帯の平均所得を
100として比較すると49.2となっています。
　このような困難な状況の背景には、母子家庭の就労の課題があります。「平成
28年度全国ひとり親世帯等調査」では、母子世帯の81.8％が就業していますが、
そのうち派遣社員、パート・アルバイト等として雇用されている割合は48.4％
で、非正規で働いている割合が高く、年間収入の低さの原因となっています。

　「子どもの貧困」の問題は、家庭の困難な状況と切り離して考えることはで
きません。
　保護者の疾病や障害により、就労や子どもの養育が困難な場合や、保護者が、
複数の仕事をかけもちするなど長時間就労のため、親子で触れ合う時間が不足
し、子どもの育ちを支えることが難しい場合があります。

　全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していくことのできる社会を目指
して、岡山市の子どもたちの将来が生まれ育った環境に左右されることのない
よう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう「子どもの貧困」に
気づき、子どもと家庭が社会から孤立することがないように支援につなげてい
きましょう。
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　　　　 家庭が社会的に孤立している ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52.3％

保護者の就労収入が少ない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29.8％

子どもが生活習慣を習得する機会がない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28.6％

保護者の仕事がない（就労できない） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.9％

ひとり親家庭で生活上の資金づくりが困難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.8％

保護者の障害・疾病による養育困難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.9％

保護者の雇用形態が不安定である ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17.4％

保護者が長時間労働により保護者と子どもの関係が取りにくい ・・・・・・・17.2％

（＊家庭に関わる内容を抜粋）

平成29年岡山市子どもの生活に関する実態調査
（支援者へのアンケート）

困難を抱える子どもがそのような状況になる原因はどこにあると考えますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （複数回答）

参考



「地域こども相談センター」　子育てや家庭に関する身近な相談窓口

「子どもの進学は何かとお金がかかる…子どもを進学させたいけど、お金が不安…」
「安定した収入が必要…就職したい！資格を取りたい！」 
「まだ子どもが幼いけど働きたい」 
「離婚前後の悩みごと…どうすればいい？話を聞いて欲しい！」

 電話相談・来所相談は、各福祉事務所内地域こども相談センターまで（場合によっては、家庭への訪問も可能です。） 
【受付】月～金曜 （祝日、年末年始を除く）　　

　養育費や面会交流などについて元家庭裁判所調査官等専門家と母子・父子自立支援員等が相談をお受けします。 
　
　　　　　予約制　予約電話803-1221（こども福祉課） 
　　　　　毎月第4火曜　13:00～17:00  お一人1時間まで（原則1回まで）  
　　　　　北区中央福祉事務所（北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館1階 ）   

　支援員が、相談者と一緒に考え、寄り添いながら、他の専門機関と連携して、生活の安定に向けた支援を行います。 
【受付時間】月～金曜（祝日、年末年始を除く）8:30～17:00まで 

窓口 所在地 

支援拠点 岡山市保健福祉会館7階 岡山市社会福祉協議会内 北区鹿田町一丁目1-1 
サテライト中 中区福祉事務所2階 岡山市社会福祉協議会中区事務所内 中区赤坂本町11-47 
サテライト南 南ふれあいセンター1階岡山市社会福祉協議会南区南事務所内 南区福田690-1  

福祉事務所 所在地 電話番号 

北区中央福祉事務所 北区鹿田町一丁目1-1  岡山市保健福祉会館内 803-1824 
北区北福祉事務所 北区谷万成二丁目6-33　北ふれあいセンター内 251-6521 
中区福祉事務所 中区赤坂本町11-47 901-1234 

東区福祉事務所 東区西大寺中二丁目16-33　西大寺ふれあいセンター内 944-0131 

南区西福祉事務所 南区妹尾880-1　西ふれあいセンター内 281-9652 
南区南福祉事務所 南区福田690-1　南ふれあいセンター内 261-7127 

困った時の相談窓口（平成30年4月現在）  
（注）対象は岡山市内在住の方 

電話相談(フリーダイヤル)0800-200(つまり)-8730(はなそー) 
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無料！
秘密厳守！

母子・父子自立支援員がお受け
します。
できるだけ電話で予約してください。
8:30～17:00まで

1

(1)

「岡山市寄り添いサポートセンター」　経済的な問題などで生活にお困りの方の相談窓口(3)

養育費・面会交流相談窓口(2)

ひとり親家庭の悩み

子どもや家庭に関する悩み、心配、不安 
女性の生活上の問題や夫婦間トラブルなど  福祉などの専門スタッフがお受けします。

8:30～17:15まで

申し込み
相談日時
相談場所



方法 応対者 内容 対象 電話番号 受付 場所

電話、来所 専任の相
談員

保健・医療・福祉に関
する総合的な相談

どなたでも 803-1238
月～金曜（祝日、
年末年始を除く）
8：30～17：15

北区中央福祉事務
所内 （北区鹿田町
１丁目1－1）

方法相談
名称等 応対者 内容 対象 電話番号 受付 場所

電

話

専任の

相談員

こころの悩みや精神症

状への対応について

本人・家族

等

803-1274

月～金曜（祝日、年末年

始を除く）

9：00～12：00

13：00～16：00

来

所

医師、保

健師、精

神保健

福祉士、

臨床心

理士等

完全予約

803-1274

※上記相談電話にご連

絡ください。来所相談に

ついては別途相談

（北区鹿田

こころの

健康センター

こころの

健康センター内

町一丁目

1-1）

来

所
専門医

こころの健康につい

て（うつ病などの精神

疾患、アルコール関

連、若年性認知症、

ストレス相談など）

本人・家族

等

完全予約

各保健セ

ンター

各保健センター
各保健セ

ンター

電

話

精神保健

福祉士、

臨床心理

士、保健

師等

ひきこもりに関する悩み

803-1326

月～金曜（祝日、年末年(

始を除く）

9：30～12：00

13：00～15：00

来

所

精神保健

福祉士、

臨床心理

士、保健

師等

完全予約

803-1326

※上記相談電話にご連

絡ください。来所相談に

ついては別途相談

(北区鹿田

町一丁目

1-1)

電

話
保健師等

思春期の身体や性や

心の悩みに関する保

健相談

思春期の

子どもと

その保護者

803-1270

火・木曜（祝日、年末年

始を除く）

9：00～12：00

13：00～16：00

4

その他の相談窓口(4)

ア　　　保健福祉ネットワーク総合相談窓口

ひきこもり

状態にある

本人やその

家族等

年齢不問

イ　　　悩み・こころの健康



岡山市保健所
名 称 住 所 電話番号

岡山市保健所健康づくり課 北区鹿田町一丁目 1- 1
北区中央保健センター 北区鹿田町一丁目 1- 1
北区北保健センター 北区谷万成二丁目 6- 33
北区北保健センター 御津・建部分室 北区建部町福渡 489
中区保健センター 中区桑野 715 - 2
東区保健センター 東区西大寺中野本町 4- 5
南区西保健センター 南区妹尾 880 - 1
南区南保健センター 南区福田 690 - 1

803-1264
803-1265
251-6515
722-1114
274-5164
943-3210
281-9625
261-7051

電話相談
ほっとライン
 
来所  

※緊急一時保護 

・夫婦・親子・恋人・家族関係の悩み
・子育ての迷いや疲れ 
・夫（妻）・パートナーからの暴力など

※身の危険を感じるような暴力を振るわ
　れたときは、ほっとラインにお電話を。
　状況により安全な場所へ一時的に保護
　します。 

月～土曜（火曜休み）
10:00～19:30

日・祝日
10:00～16:30 

弁護士
カウンセラー
精神科医  

女性相談員

803-3366

※面接相談
をご希望の
方は、事前
に電話でご
予約くださ
い。 

803-3366

予約制
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ウ　　　配偶者及びパートナーからの暴力（DV）

岡山市男女共同参画相談支援センター

応対者 内容 対象 電話番号 受付

女性相談員 配偶者およびパートナーからの暴力に
関する相談

DV被害者
の方 235-6101 月～金曜　16:30～20:00

（祝日、年末年始を除く）

岡山県女性相談所のDV夜間電話相談

特別相談
「法律相談」
「心理相談」
「心の悩み相談」 

専門相談員が法律や心理等について、
専門的立場から適切な助言を行うこと
により、相談者の悩みを解決すること
を目的としています。

方法 応対者 内容 対象 電話番号 受付

D
V
被
害
者
の
方 

実施日
心理相談：毎月第1金曜日
法律相談：毎月第3金曜日と
　　　　  9月と2月の第１月曜日
精神相談：7月と2月に1回ずつ 



こども（原則18才未満）に関する様々な相談に応じ、援助することを目的とする専門的な機関 
方法 応対者 内容 対象 電話番号 受付 場所

電話、

来所

福祉や心

理などの

専門スタ

ッフ

・ことばや運動の発達

が遅い

・保護者の病気など

様々な事情により家

庭での養育が困難

・家出、盗み、家庭で

の暴力など

・知的障害の程度の

判定

・こども虐待

・いじめ、友達関係

保護者等 803-2525

月～金曜 8：30～17：15

（祝日、年末年始は除く）

※電話による虐待通告

は休日・夜間も対応して

ています。

北区鹿田町

一丁目1-1

保健福祉会

館 5 階

方法 応対者 内容 対象 電話番号 受付 場所

電話、

来所

教育相

談員

・ 学校へ行きたくない。

・ 友達とうまくいかない。

・ 不登校のお子さんの

ことで悩んでいる。

・ 学校のことで困ってい

る。

・ 適応指導教室につい

て知りたい。

市内在住の

幼児や児童

生徒、保護

者、教職員

等

207-2170

（注）電話相談

は4月5日より

開始

面談は4月16

日より開始

月～金曜 9：00～18：30

土曜 9：00～16：00

月～金曜 9：00～18：30

土曜 9：00～16：00

（祝日、年末年始は除く）

※上記時間外は留守番

電話で受け付けていま

す。

中区国

富三丁

目9-12

訪問
訪問相

談員

家庭を定期的に訪問し、

ひきこもりがちな児童生

徒が心を開き、自立でき

るよう援助・助言をします。

児童生徒や

保護者等

月～土曜 9：00～17：00

（祝日、年末年始は除く）

・1 回 1～2 時間（週

1 回程度）

いじめ

相談専

用電話

いじめ専

門相談員
いじめに関する相談

児童生徒や

保護者等 用

いじめ相談専

207-2737

（祝日、年末年始は除く）

※上記時間外は留守番

電話で受け付けていま

す。

専門相

談（要

予約）

専門相

談員

専門的なカウンセリング、

ことばや発達障がい等に

関する相談

児童生徒や

保護者等 207

完全予約

-2170
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エ　　　子育て

月～金曜 9：00～18：30

土曜 9：00～16：00

（祝日、年末年始は除く）

こども総合相談所（児童相談所）こども総合相談所（児童相談所）

地域こども相談センター 3ページを参照ください。
岡山市教育相談室 （注）4月16日に岡山市立操山公民館3階に移転予定で、下記の連絡先は移転後のものです。 



岡山市寄り添いサポートセンター

福祉ジョブ・サポート・スペース

岡山マザーズハローワーク

地域こども相談センター

窓口 電話 業務取扱日時 場所

岡山市保健福祉会館1階

中区福祉事務所内

南区南福祉事務所内

子どもと一緒でも就職相談が出来ます。 
仕事と子育てが両立しやすい求人など
をファイルに分類しており、求人検索
パソコン利用もOKです。 

子育てを
しながら
求職中の方 

222-2905
月～金曜　9:00～17:00
　土曜　 10:00～17:00 
（第1・3土曜のみ）
（祝日、年末年始を除く） 

北区本町6-36
第一セントラルビル7階

 

 

（注）申請前に母子・父子自立支援員に相談ください。

 

a．母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金

b．母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金

☞　支援員が職業相談を行うとともに、すぐに働くことが不安な方にも、就労に向けたサポートを行います。 
☞　就労準備支援事業　生活リズムや人との関わり、体調などに不安を抱え、直ちに就労することが難しい状態にあ
る方に対して、それぞれの状況に応じた就労準備支援プログラムを作成し、これにそって、就労に向けた基礎能力形成
の支援や就労体験機会の提供などを行います。

☞　福祉ジョブ・サポート・スペースと連携した就労支援
☞　就職に必要な技術や資格を身につけるための支援

【業務概要】福祉・就労相談、担当者制による職業相談・職業紹介、求人情報の提供、職業訓練情報の提供
【対象者】生活保護、児童扶養手当、住居確保給付金の受給者等
【応対者】ハローワークの就職支援ナビゲーター等  

生活困窮者の方の就労支援窓口（3ページ参照） 

　事前に就労相談のうえ指定された講座（雇用保険制度の教育訓練給付の教育訓練講座等）を受講した場合、修了後に受講料の一
部を支給。父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に相談し、修業を開始した人が対象。
　受講料の60％(下限12,001円、上限200,000円)を受講修了後に支給。雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある
方は、上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給。

　指定の資格（看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生
師・調理師）を取得するため1年以上養成訓練機関に通学する場合に、支給要件を満たせば受給可能。父子家庭の父は、平成25年4
月1日以降に修業を開始した人が対象。 　
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オ　　　就職支援

福祉ジョブ・サポート・スペース岡山

福祉ジョブ・サポート・スペース岡山南

福祉ジョブ・サポート・スペース岡山中

803-1239

230-0311

予約制
月～金曜
（祝日、年末年始は除く）
8:30～12:00
13:00～17:00 

271-5144

内容 対象 電話番号 受付 場所

      

平成2８年４月１日以降に修業を開始した方

100,000円 50,000円

25,000円

３年を上限とする修業期間

 
  

☞　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受給している、ひとり親家庭の親に対し高等職業訓練促進資金を貸し付けます。

資金種類 貸付対象 対象経費 貸付額

入学する際に必要となる準備金（例）入学金、教科書代、教材費等 500,000円
以内

就職する際に必要となる準備金（例）就職に伴い転居が必要なとき
の転居費用、就職に当たり必要となる被服費等

200,000円
以内 

区分 訓練促進給付金(月額) 訓練修了支援給付金

支給対象期間

市民税非課税世帯

市民税課税世帯 70,500円

入学準備金

就職準備金

養成機関に入学した方

養成機関を修了し、資格を取得した方

ひとり親家庭の方の就労支援窓口（3ページ参照）

（社福）岡山県社会福祉協議会 電話番号226-3544


