
H25.6 「⼦どもの貧困対策の推進に関する法律」成⽴（H26.1施⾏）
（都道府県計画策定努⼒義務）

H26.7 「平成25年 国⺠⽣活基礎調査の結果」公表
⼦どもの貧困率 16.3％
「大人が1人の世帯」世帯員の貧困率 54.6％
（⼦どもがいる現役世帯（＝世帯主が18歳以上65歳未満）のうち）

H27.3 「ながの⼦ども・⼦育て応援総合計画（H27〜29）」で施策の方向性を示す

経過

本計画の特徴

詳細に実態を把握し、「子どもの貧困対策」に特化した計画の策定
○「⻑野県ひとり親家庭実態調査」（平成27年度実施）

○「⻑野県⼦どもの声アンケート」（ 〃 ）

・調査結果から、課題やニーズを把握し、取組の方向性を整理
・「あるべき姿」を示し、施策の総合的な展開を記載
・計画期間︓平成28年度〜29年度

「⻑野県⼦どもの貧困対策推進計画」-1



ひとり親家庭実態調査等結果－１
○困難な環境にありながらも、夢を持つ⼦どもたちは、進学に向けた学習やサポートの場を求めています
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ひとり親家庭実態調査等結果－２

（ひとり親の声）

○ 子育てに関する不安

仕事が遅番で家事ができず、仕事をしないと生活費がないので子どもといることができない

○ 子どもの将来への不安

どんなに無理をしても子どもの進学のための費用が出ない

高３の娘は進学を希望していたが就職に変更してもらった。申し訳ないと思う

○ 生活に関する不安

相談する相手がなく心細い。病気になると収入がない

（ひとり親家庭の子どもの声）

○ 家族に関する不安

お母さんが入院した時、家にずっと一人でとても困ったけど誰も助けてくれなかった（中学生）

○ 学力、勉強に関する不安

勉強がわからなくても、親もわからなくて教えてもらえない（小学生）

塾に行きたいがお金がないため行けない（中学生）

○ 進学等将来に対する不安

家にお金がないので、進学をあきらめなくてはいけないかもしれなくて不安（中学生）

ひとり親家庭実態調査の自由記入欄、⼦どもの声アンケートから



「⻑野県⼦どもの貧困対策推進計画」-2
【【【【長野県ひとり親家庭実態長野県ひとり親家庭実態長野県ひとり親家庭実態長野県ひとり親家庭実態調査結果から見え調査結果から見え調査結果から見え調査結果から見えてきたてきたてきたてきた課題課題課題課題】】】】

１ 家庭の養育環境が充分ではない

２ 多様な教育資源が選択できない

３ 要支援家庭の孤立

【【【【「長野県子どもの貧困対策推進計画」の「長野県子どもの貧困対策推進計画」の「長野県子どもの貧困対策推進計画」の「長野県子どもの貧困対策推進計画」の基本目標とあるべき姿基本目標とあるべき姿基本目標とあるべき姿基本目標とあるべき姿】】】】

＜基本目標＞

生まれ育った環境にかかわらず、すべての子どもが夢と希望を持って成長する長野県を

目指して

＜あるべき姿＞

１ すべての子どもが安心して過ごすことができる

２ すべての子どもが学びたいことを学ぶことができる

３ すべての子どもが多様な自立を実現できる

【【【【重点的な取組重点的な取組重点的な取組重点的な取組（抄）（抄）（抄）（抄）】】】】

○ 子どもの居場所づくりの促進

居場所づくりの担い手育成、居場所に関心のある関係者の学びの場づくり

“一場所多役”の自立的・持続的な居場所普及の観点からのモデル事業の実践



「信州こどもカフェ」関連事業の実施経過
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ひとり親家庭福祉推進事業ひとり親家庭福祉推進事業ひとり親家庭福祉推進事業ひとり親家庭福祉推進事業    

【【【【子どもの居場所づくりモデル事業子どもの居場所づくりモデル事業子どもの居場所づくりモデル事業子どもの居場所づくりモデル事業】】】】 

県民文化部こども・家庭課 

 

１ 事業目的 

 ひとり親家庭や子どもだけで過ごすことが多い家庭環境にある小学生及び中学生に対し、特

定の大人の見守りのもとで学習支援や食事提供を通じた生活習慣習得支援及び悩み相談等に

より、家庭機能を補完する子どもの居場所「信州こどもカフェ」を推進し、子ども自身に困難

を乗り越えて自立する力をつけるとともに、より効果的な方法を検証することを目的とする。 

 

２ 委託業者    

特定非営利活動法人長野県ＮＰＯセンター 

 

３ 委託内容 

企業等から寄贈された食料を活用して、ひとり親家庭や子どもだけで過ごすことが多い家庭

環境にある子どもへ定期的に食事提供を行う仕組みを構築するとともに、学習支援・食事提供・

悩み相談等と組み合わせて行うモデル事業を県内２地区で実施し、効果的な居場所づくりの促

進を図る。 

 ア モデル的な子どもの居場所の開設・運営（学習支援・食事提供・悩み相談等） 

 イ 企業等からの寄贈食材の確保・管理・流通体制の構築 

 ウ その他効果的な事業実施に資する取組についての企画 

 

【事業イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 事業実績 

（１）実施期間   平成 28 年 7月末～平成 29年 3 月 

（２）参加者等について                

開設地域及び名称 

松本市並柳地区 

「なみカフェ」 

飯田市松尾地区 

「かふぇじゅく」 

開設回数 

49 回 

（水・土曜日(月5～6回)） 

40 回 

（月・土曜日(月4～5回）） 

参加した子どもの数 

延べ 492 人 

（平均 10.0 人/回） 

延べ 660 人 

（平均 16.5 人/回） 

 

うち小学生 439 人 380 人 

うち中学生 53 人 280 人 

（３）カフェで見えた子どもの状況 

   ○５分と座っていることができない 

   ○学習をするという習慣がない 

○朝ご飯を作ってもらっていない 

   ○１０月に半袖を着ている 

（４）事業実施の効果 

○あいさつなど、生活習慣が身についてきている 

 ○自ら学習する習慣が身についてきている 

 ○子どもだけでなく、地域の大人とのつながりも生まれた 

 

５ 今後の事業の方向性 

  平成 28 年度で居場所のモデル実施を終了し、平成 29 年度は「信州こどもカフェ推進地域プ

ラットフォーム構築・運営事業」において、10広域に地域プラットフォームを構築・運営し、

信州こどもカフェの普及拡大を図るための体制を整備する。  



官民協働の子どもの居場所「信州こどもカフェ」推進事業 

 

県民文化部こども・家庭課 

 

１ 目 的 

地域全体の参画により作り上げる一場所多役（食事提供、学習支援、悩み相談、学用品等のリユ

ース活用等）の子ども居場所「信州こどもカフェ」の取組を推進するため、フォーラムを実施する

ことにより市町村や NPO 等を含め、県全体の気運を醸成する。 

 

２ 事業内容   

「信州こどもカフェ」推進フォーラムの開催 

【主催】【主催】【主催】【主催】    

 「信州こどもカフェ」推進「信州こどもカフェ」推進「信州こどもカフェ」推進「信州こどもカフェ」推進フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

 

 

 

【開催【開催【開催【開催日及び場所日及び場所日及び場所日及び場所】】】】    

   平成 29 年２月 20日（月） 松本合同庁舎 

【実施内容】【実施内容】【実施内容】【実施内容】    

①平成 28年度信州こどもカフェ事業及びプラットフォーム構築事業実施状況報告 

②パネルディスカッション 『信州こどもカフェ・子どもの居場所を普及するために』 

③講 演 『貧困の連鎖を断つための、子どもの居場所の役割とは』 

④ワークショップ 『支援を必要とする子どもに気付き、支えるために』 

         （10 広域毎のグループで実施） 

３ 成果目標の達成状況（フォーラムの参加者数） 

 

 

 

 

４ 事業コスト 

 【予算額】 412 千円（国補 206 千円、一財 206 千円）  

【支出状況】 ①講師等謝金 265 千円  ②講師等費用弁償 84 千円 

 

５ 今後の事業の方向性 

  本事業の実施によって、信州こどもカフェ推進拡大の機運醸成が図られた。また、平成 28 年度

子どもの居場所づくりモデル事業を通じて、担い手の確保や育成、子育て支援の NPO 等のネットワ

ークづくりの必要性が課題として挙げられ、それに対する県の支援について強く要望された。 

これらを踏まえ、平成 29 年度は県全体に子どもの居場所を普及拡大するために、ネットワーク

の場である地域プラットフォームを地域振興局毎に構築・運営し、信州こどもカフェの普及拡大を

図るための体制を整備する。 

  地域プラットフォームは、NPO や社会福祉協議会、ＪＡ等の県的団体の地域組織、ボランティア、

市町村、県により構成され、学習支援員や食材・場所等の確保、居場所で把握された子ども等の課

題を行政支援へ結びつける役割を期待している。 

NPO 等各種団体 行政関係 合 計 目 標 

１９７人 ８３人 ２８０人 １６０人 

〔行政〕長野県、松本市、飯田市 

〔NPO 法人〕長野県みらい基金、長野県 NPO センター、フードバンク信州、「信州こども食堂ﾈｯﾄﾜｰｸ」（ﾎｯﾄﾗｲﾝ信州） 

〔その他〕ライオンズクラブ、労協ながの、長野県長寿社会開発センター、青少年育成県民会議  ほか  



地域プラットフォーム構築・運営について

○ 地域プラットフォームの主な役割
ＮＰＯ、社協、県的団体の地域組織（ライオンズクラブ、連合婦人会、ＪＡ等）、
ボランティア、市町村、県機関により構成されるネットワーク形成の場、情報交換の場
➣ 学習支援員、食材、場所等の確保
➣ 居場所で把握された⼦ども等の課題を⾏政支援へ結び付けること
➣ ⼦どもたちへの情報発信

信州こどもカフェの普及拡⼤を推進するため、官⺠の適切な役割分担と協働のもと
地域振興局ごとに「地域プラットフォーム」を構築・運営

【【【【⺠間の取組を⽀援】
・⺠間NPO等の主体的な連携・協働を促進するつながりや交流の場づくり
・会場確保等、⺠間のみで開設する場合のハードルを取り除く支援
・食料調達⽅法の確保等の支援
【市町村の取組を普及】
・事業主体である市町村の官⺠協働のカフェ運営をサポート
・カフェの必要性に対する市町村の理解を深める
・市町村が既存の国庫補助制度を積極的に活⽤するよう誘導

市町村

社 協

学 校

企 業

自治会

ボランティア

ＮＰＯ等

青少年

サポーター

各種団体


