
県民文化部　こども・家庭課

番号 質　問 回　答

1 ・地域振興局ごとのプラットフォームづく

り以降の見通しとして、各市町村での取組

みとの調整をどうしていくか。（基本的に

は各自治体ごとの事業展開とすべきと考え

る。）

・地域プラットフォームの運営に市町村も

参加していただき、今回構築するプラット

フォームを参考にして、各市町村において

事業展開を図っていただきたいと考えてい

る。

2 ・上記と関連するが、地域プラットフォー

ムの位置づけは今後どうなっていくのか。

・ＮＰＯ、各種団体、ボランティア、行政

のネットワークの場として、地域資源を有

効に活用しながら、こどもカフェを担う人

材の確保・養成等に努めていく。

3 ・貧困対策という側面もあるが、さらに細

かな規模（中学校区単位）で進めていく

と、地域における子育てのネットワークの

基盤となる側面もある。他の子育て支援、

学習支援等のネットワークとどう重ねてい

くか。

・ＮＰＯ、各種団体、ボランティア、行政

によるネットワーク化を進める中で、既存

の組織やネットワークと柔軟に連携を図っ

ていく。

4 ・食事提供、居場所づくり

　地域の公民館の活用についていかがか。

・28年度のモデル事業においても一部活用

しており、地域の実情を踏まえたうえで、

活用できる地域資源の一つと考えている。

5 ・事業改善シートの目指す姿には「地域プ

ラットフォーム」の構築とある。H28にこ

どもカフェ事業、H29にプラットフォーム

事業という流れだが、年度の事業展開のあ

り方、H28実績をどう評価してプラット

フォーム事業に反映したかを分かり易く説

明いただけるとよい。

・H28に松本、飯田でこどもカフェのモデ

ル事業を実施。同年度末に開催したフォー

ラムにおいて、こどもカフェを広めていく

上では、「地域の中でのネットワークづく

り」、「携わる人材の確保・育成」が重要

な課題として挙げられた。

　これを踏まえ、県としては、広域ごとで

はあるが、地域の中での拠点づくり・ネッ

トワークづくりが今後の事業方針の重要課

題と考え、事業展開することとしている。

　なお、モデル事業（拠点）の拡充は、予

算確保ができなかった。

6 ・目標数の10の根拠を示していただきた

い。

・地域振興局単位で10としている。ただ

し、地域の実情に応じて市町村の単位等で

プラットフォームの構築が進むことも想定

している。

7 ・地域振興局単位での塊となってしまう

と、局ごとの縦割りとなってしまうため、

将来を見据えて、県全体を見渡したコー

ディネートをする必要がある。

・今年度も全体のコーディネートは当課で

継続し、それぞれの地域への情報提供等は

しっかり行ってまいりたいと考えている。

8 ・プラットフォーム構築運営が主だと思い

ますが、地域振興局の情報共有を。

カフェですから、食材の共有、運営の仕方

などの連携を10の局で連絡を密にして効率

の良い運営をしてください。

・各地域のプラットフォームの構築・運営

を行う過程において、当課においてその状

況を把握しながら、各地域振興局に情報提

供を行うことで、情報共有を図っていく。

9 ・県民に事業の理解をしていただけるよ

う、趣旨などＰＲを積極的に取り組んでほ

しい。

・御意見を受け賜る。プラットフォームの

構築・運営をする中で、市町村や団体と連

携をしながら、積極的なＰＲに取り組んで

いく。

10 ・子どもの貧困率（16.3％）は、国全体の

比率だと思うが、県別のデータはあるの

か。

・この調査で県別データはない。これま

で、県において独自調査はしていない。な

お、今年度、子育て家庭の生活実態を把握

し、より効果的な子育て支援策を検討する

ため「子どもと子育て家庭の生活実態調

査」を実施している。

11 ・子どもの貧困対策の計画の期間（H28～

29）は、法律で決まっているのか。

・法で決まっている訳ではなく「ながの子

ども・子育て応援総合計画（H27～29）」

と終期を合わせた。H30以降を計画期間と

する次期計画（こども・若者支援に関する

総合的な計画）の中に、こどもの貧困に関

する施策を盛り込む予定。

【Ｂ-４】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

番号 質　問 回　答

【Ｂ-４】官民協働の子どもの居場所「信州こどもカフェ」推進事業

12 ・貧困対策の計画の概要版、施策体系図は

ありますか？

・別添、追加資料のとおり。

13 ・こどもカフェ事業と放課後子ども総合プ

ランとの関係性（連携）についてはどのよ

うに考えているのか。貧困対策であれば、

より深く考えた政策が必要であると考える

が、いかが。

・放課後子ども総合プランでは時間が限ら

れることがあるが、こどもカフェであれ

ば、時間を長めにしたり食事提供もできる

（子どもプランではおやつ程度）等の観点

が考えられる。既存の取り組みとどうリン

クさせていくか、ということについては、

課題として考えているところ。

14 ・P8事業実施の効果：学習、生活習慣が身

についているという記載があるが、そうし

た習慣を身に着けさせることに教員は苦戦

しているところ。印象を成果として挙げる

のはいかがなものか。

・実際に携わった方々の声をひろいあげ

て、記載したものであるが、表現について

は、別添のとおりとしたい。

15 ・松本と飯田のモデル事業の効果につい

て、運営側の意見ではなく実際に参加した

こどもや家庭のアンケートを示していただ

きたい。

・実施期間終了後のアンケートは実施して

いないが、夏休み期間中の感想等について

は別添、追加資料のとおり。

16 ・フォーラム参加者数は想定対象のどの程

度の割合か。参加者数目標の妥当性がわか

りません。

・同年度に実施した、「子ども・若者支援

を行うＮＰＯ等の活動実態調査」により把

握した子ども支援を行っている団体数116

に行政関係77を含めた193団体の８割以上

の参加を目標に参加者目標を設定した。

17 ・P11「市町村の取組を普及」に、既存の

国庫補助制度を積極的に活用するよう誘導

とあるが、現制度と新たな制度について市

町村が混乱しないようにすべきと考える。

・御意見を受け賜る。丁寧な説明を心掛け

ていく。



あるべき姿あるべき姿あるべき姿あるべき姿 １１１１ すべての子どもがすべての子どもがすべての子どもがすべての子どもが安心して過ごすことができる安心して過ごすことができる安心して過ごすことができる安心して過ごすことができる

あるべき姿あるべき姿あるべき姿あるべき姿 ２２２２ すべての子どもがすべての子どもがすべての子どもがすべての子どもが学びたいことを学ぶことができる学びたいことを学ぶことができる学びたいことを学ぶことができる学びたいことを学ぶことができる

あるべき姿あるべき姿あるべき姿あるべき姿 ３３３３ すべての子どもがすべての子どもがすべての子どもがすべての子どもが多様な自立を実現できる多様な自立を実現できる多様な自立を実現できる多様な自立を実現できる

生まれ育った生まれ育った生まれ育った生まれ育った環境に環境に環境に環境にかかわらずかかわらずかかわらずかかわらず

すべてすべてすべて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

１ すべての子どもが安心して過ごすことができる

◇保護者の自立・就労支援と養育環境の整備

・就業支援

・生活就労支援

・養育環境整備

◇子ども・家庭への支援

・家庭の補完機能の充実

・児童養護施設における家庭的養護の推進

・支援機能の強化

２ すべての子どもが学びたいことを学ぶことができる

◇教育に伴う経済的負担の軽減

・高等学校等

・大学等

◇貧困の連鎖を断つ「学ぶ力」づくり

・保育・幼児教育

・小中学校・高等学校

◇子どもの未来を切り拓く多様な教育の充実

３ すべての子どもが多様な自立を実現できる

◇子どもの自立と就労への支援

・経済的支援

・相談支援等

1

「長野県子どもの貧困対策推進計画」概要

基本目標

基本目標からみた「あるべき姿」

「あるべき姿」に向けた総合的な施策展開



＜取組１＞＜取組１＞＜取組１＞＜取組１＞ 長野県の地域資源を活用した長野県の地域資源を活用した長野県の地域資源を活用した長野県の地域資源を活用した家庭養育の家庭養育の家庭養育の家庭養育の補完の補完の補完の補完の仕組みづくり仕組みづくり仕組みづくり仕組みづくり

2

「長野県子どもの貧困対策推進計画」概要

基本目標に向けた重点的な取組

【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

・県内各地での “一場所多役”

の居場所立ち上げ支援

【家庭的養護の推進】

・「児童相談所広域支援セン

ター」の新規設置

・「里親委託推進事業」の拡充

・「家庭的養護推進研修」の新

規実施

・「児童養護施設入所児童

“未来” 支援」の新規実施

【保護者の自立・就労支援等】

・「ひとり親家庭高等職業訓練

促進資金貸付」(返還免除型) 

の創設

・生活困窮者等の支援

・経済的支援の拡充

・ひとり親家庭の雇用促進のた

めの減税

＜＜＜＜取組取組取組取組３３３３＞＞＞＞早期の課題解決に向けたアウトリーチ型支援による要支援家庭の孤立化の防止早期の課題解決に向けたアウトリーチ型支援による要支援家庭の孤立化の防止早期の課題解決に向けたアウトリーチ型支援による要支援家庭の孤立化の防止早期の課題解決に向けたアウトリーチ型支援による要支援家庭の孤立化の防止

＜取組２＜取組２＜取組２＜取組２＞＞＞＞切れ目ない教育費の負担軽減等による切れ目ない教育費の負担軽減等による切れ目ない教育費の負担軽減等による切れ目ない教育費の負担軽減等による子ども子ども子ども子どもの希望を実現できる学びのの希望を実現できる学びのの希望を実現できる学びのの希望を実現できる学びの支援支援支援支援

【学校の授業料等に対する負担

軽減策】

○授業料の軽減

・私立専門学校授業料軽減

・高等学校等授業料軽減

○入学金、授業料、教材費等

経費負担の軽減

・給付型の大学等修学奨学金

・高等学校奨学のための給付

金

【学校等における多様な未来

を切り拓く教育の実施】

・未来を拓く学力向上

・キャリア教育支援

【自らの学びへの支援】

・困難を有する子ども・若者の

専門的な自立支援の場の応援

・児童養護施設退所者支援

・保育士資格取得者支援

【家庭への支援機能の強化】

○信州母子保健推進センターの機能強化

○スクールソーシャルワーカーの拡充

○児童相談所広域支援センターの新規設置

○要保護児童対策地域協議会への支援

オール信州でオール信州でオール信州でオール信州で すべての子どもたちを支えるすべての子どもたちを支えるすべての子どもたちを支えるすべての子どもたちを支える

○長野県将来世代応援県民会議の創設○長野県将来世代応援県民会議の創設○長野県将来世代応援県民会議の創設○長野県将来世代応援県民会議の創設

県・市町村・民間企業・ＮＰＯ等により組織し、

長野県の未来を担う子どもたちが夢と希望を持って自立していくために、

オール信州で子どもや家庭を支える運動を展開

推進体制



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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料差替 



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 

○地域の中で子どもと大人との顔の見えるつながりが生まれ、日頃からあいさつをする姿が

見られるようになった 

○宿題を持参し、学習する姿が見られるようになった 

 

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。  



【子どもの居場所づくりモデル事業】 

「信州こどもカフェ」の夏休み期間中の実施に係る主な感想等 

県民文化部こども・家庭課 

 

１１１１    子ども子ども子ども子ども    

○みんなで⼣⾷を⾷べて、他の学年の⼈や知らない⼈とも話をすることができた。 

○勉強は、わからないところを気軽に聞くことができた。先生がいつも気にしてくれてうれしかった。 

○みんなと遊べて楽しかった。 

○明るい先生方でとっても楽しかった。 

○またこういうのをしたい。最初は緊張したけど、来てみたら楽しかった。 

○パスタがおいしかった。 

○次来るときはご飯をいっぱい⾷べたい。 

○豚汁がおいしかったし、おかわり自由だったので、たくさん⾷べられた。勉強も家とは違って集中

できた。 

○理科・数学・英語担当の先生の教え方がよかった。 

○漢字のわからないところを教えてもらって、わかってよかった。 

○今⽇は夏休み帳をたくさん進められたので良かった。カレースープが⼀番おいしかった。友達もい

て、とても楽しく勉強できたのでうれしかった。勉強も楽しく、わかりやすかったし、ご飯もおい

しかったので次回も来たい。 

○⾷事を作ってくれたのはとてもありがたかった。 

○とても楽しかった。勉強はわからないところが気軽に聞けた。ご飯も豪華でおいしいものをありが

とうございました。 

○勉強を教えてもらってたくさんのことを知れた。ご飯もとってもおいしく、また⾷べたい。 

○みんなで⼣⾷を⾷べたのがすごくよかった。また参加したい。 

○ご飯が思っていたよりもおいしくて、普段勉強していて話せない⼈ともすごく話せて、とてもいい

息抜きになった。いつもより勉強しやすかった。 

○外で遊びたかった。 

○（遊びの時間で友達に）怖い話をしているときにあまり反応してくれなかったから、次回はとって

も怖い話を用意したい。 

○フルーツバスケットが楽しかった。おにぎりを握るのが熱かったけど、おいしかった。また来たい。 
 



２２２２    保護者、保護者、保護者、保護者、スタッフ、ボランティアスタッフ、ボランティアスタッフ、ボランティアスタッフ、ボランティア    

○１⼈で勉強を⾒てあげることがとても⼤変だったので、多くの方に⽀えられて、勉強する空間を作

っていただき、とても助かった。（保護者） 

○自分で勉強を解けたときの⼦どもたちの笑顔が⼤切だと感じた。（スタッフ） 

○⾷事は⼤好評で⼦どもたちもうれしそうだった。（スタッフ） 

○⼦どもたちの元気な声がうれしく思う。（ボランティア） 

○元気な⼦どもで私も元気をもらった。これからも⽀援に協⼒していきたいと思う。料理も種類が多

く、手早く作ってもらえて参考になった。味もよかった。（ボランティア） 

○⼦どもたちの夏休みを有効活用して、家ではなかなか手につかない宿題をやる場があるのはとても

良いことだと思った。ご飯をみんなで作って、準備して、⾷べて…という環境づくりは普段家では

なかなか手伝いをしない⼦や家族みんなで⾷卓を囲むことがない⼦にとっては、とても有意義で意

味深いものであると思う。（ボランティア） 

○⼦どもの⾔葉などから出てくる背景（家族の様⼦）などをしっかり把握できたらいいと思う。（ボラ

ンティア） 

○どこでもできる居場所づくりではなくて、ここでしかできないというのを考えるべき。もっと柔軟

にいろいろなことができればいい。（ボランティア） 

○⻑く続きますように。（スタッフ） 


