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◆この冊子における用語の意味

　母   子   家   庭：死別・離婚等により配偶者のない女子が20歳未満の児童を扶養している家庭
　父   子   家   庭：死別・離婚等により配偶者のない男子が20歳未満の児童を扶養している家庭
　寡　　　　　婦：配偶者のない女子であって，かつて母子家庭の母であった方
　ひ   と   り   親：母子家庭の母，父子家庭の父
　ひ と り 親 家 庭：母子家庭及び父子家庭
　ひとり親家庭等：母子家庭，父子家庭及び寡婦
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  Ⅰ　計画策定（改定）の趣旨

1 広島県ひとり親家庭等自立促進計画策定（改定）の趣旨

　ひとり親家庭は子育てと生計の二役を一人で担っている中で，生活の様々な場面で御苦労や制

約があり，とりわけ母子家庭は，就業経験が少ないことや，出産等による就業の中断等により，

不安定な就業環境におかれている方が多いなど，厳しい状況があります。

　このような状況の中，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」，平成25年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立して，ひとり親家庭

への就業，その他の支援施策の強化が求められています。

　また，平成26年４月には，父子家庭に修学資金を貸付ける制度の創設を柱とする母子及び寡

婦福祉法の改正や，児童扶養手当と年金の併給調整の見直しを行う児童扶養手当法の改正が成立

し，母子家庭，父子家庭に対する支援制度の拡充が図られたところです。

　このような国の動きに呼応しながら，ひとり親家庭等の自立に向けた支援を更に促進させてい

くため，平成22年３月に策定した「広島県ひとり親家庭等自立促進計画」を改定することとし

たものです。

2 計画期間

　平成27年度～平成31年度（５カ年）

3 計画の位置付け

　この計画は，母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条に定める「母子家庭等及び寡婦自立促進

計画」で，子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」として

策定した「ひろしまファミリー夢プラン」の中に盛り込んでいます。

　また，同じく，ひろしまファミリー夢プランと一体的に策定した子どもの貧困対策の推進に関

する法律に基づく「広島県子どもの貧困対策計画」のひとり親家庭の支援分野の計画を兼ねてい

ます。

4 計画の範囲・対象

　この計画の範囲は，県が広域的に実施する施策及び市町（広島市・福山市を除く。）が実施主

体となる施策です。また，この計画の対象は，「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき，母

子家庭，父子家庭及び寡婦です。
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₅ 計画の推進

⑴　国，県及び市町の役割分担と連携
　国，県，市町等が役割を分担し，相互に連携しながら施策の総合的な推進に努めます。

⑵　福祉と雇用（ハローワーク等）の連携
　国，県，市町及び民間事業者など，地域における産業，労働，福祉関係者との連携を促進

します。

⑶　ひとり親家庭等への理解の促進及び民間団体との連携
　地域社会全体がひとり親家庭等への理解を深めるとともに，住民相互で支えあう仕組みづ

くりなど，地域で行われる活動等の取組への支援及び連携を図ります。
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  Ⅱ　県内のひとり親家庭等の現況

1 離婚件数等の状況

 離婚件数及び離婚率
　厚生労働省の人口動態統計によると，広島県の離婚件数は，平成15年までは，増加傾向にあ
りましたが，平成15年の6,347件をピークに年々減少傾向を示し，平成25年の離婚件数は，
5,079件となっています。
　離婚率（人口千対）も，平成15年までは年々増加していましたが，平成15年の2.22をピーク
に年々減少傾向を示し，平成25年は1.81となっています。
　全国との比較では，広島県の離婚率は全国をやや下回った水準で，ほぼ同様に減少傾向で推移
しています。
　ただし，平成25年を見ると，離婚件数，離婚率とも全国で減少しているのに対して，広島県

では僅かながら増加に転じています。

離婚件数等（厚生労働省「人口動態統計」）� （単位：件，人口千対）

項　　目 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

広島県
離婚件数 4,376 5,484 5,609 5,472 5,133 5,074 5,079

離 婚 率 1.53 1.93 1.97 1.94 1.82 1.80 1.81

全　国
離婚件数 199,016 257,475 261,917 251,378 235,719 235,406 231,383

離 婚 率 1.60 2.04 2.08 1.99 1.87 1.87 1.84

 ひとり親家庭の世帯数（注：広島市及び福山市を含む）
　国勢調査によると，県内の母子世帯（母子のみで構成する世帯）は，平成12年及び平成17年
調査で，20％を上回る大幅な伸びを示し，一方，平成22年調査では，2.7％の伸びにとどまって
います。
　父子世帯（父子のみで構成する世帯）は，平成17年調査で8.2％の伸びを示したのに対し，平

成22年調査では3.3％減少しています。

母子世帯数等（国勢調査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　（単位：世帯，％）�

項　　目 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

母子世帯
広島県

11,502 14,220 17,744 18,216
97.2 123.6 124.8 102.7

全　国
529,631 625,904 749,048 755,972
96 118.2 119.7 100.9

父子世帯
広島県

2,073 2,060 2,229 2,155
87.2 99.4 108.2 96.7

全　国
88,081 87,373 92,285 88,689
86.7 99.2 106.3 96.1

　※上段：世帯数，下段：対前回調査伸率
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 児童扶養手当受給者数（注：広島市及び福山市を含む）
　母子世帯の児童扶養手当受給者は，平成20年度末で21,126人でしたが，平成25年度末には

21,881人となっており，５年間で3.6％増加しています。

　父子世帯の児童扶養手当受給者は，制度が創設された平成22年度末で949人でしたが，平成

25年度末には1,296人で継続して増加しています。

児童扶養手当受給者数（厚生労働省「福祉行政報告例」）��� �（単位：人）

項　　目 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

母子世帯
広島県 21,126 21,485 21,516 21,978 21,956 21,881

全　国 960,715 980,206 954,831 978,848 988,724 978,356

父子世帯
広島県 － － 949 1,216 1,274 1,296

全　国 － － 47,927 61,650 64,872 64,680

　※各年度末現在の受給者数

2 ひとり親家庭等の実態調査結果

　広島県では，この計画を策定するに当たり，ひとり親家庭等の日常生活の実態と自立支援のた

めの施策に関する要望等を的確に把握するため，平成26年７月１日を調査期日とした抽出調査

による「広島県ひとり親家庭等自立支援施策の需要調査」を実施しました。

　

　◆調査対象
広島県内（広島市・福山市を除く）に居住する母子世帯，父子世帯及び寡婦

　◆調査票配布数及び回収結果
母子世帯：　配付数650世帯　有効回収数276世帯（42.5％）

父子世帯：　　〃　300世帯　　　〃　　154世帯（51.3％）

寡婦世帯：　　〃　100世帯　　　〃　　 54世帯（54.0％）

　◆抽出方法
母子世帯：各市町の児童扶養手当の受給権者から無作為に抽出

父子世帯：　　　　　　　　　〃

寡婦世帯：（一財）広島県母子寡婦福祉連合会の会員名簿から無作為に抽出

　◆調査方法
郵送配布郵送回収

　◆調査データの表示
グラフに表示している「Ｎ」は設問に対する総回答数を示しています。
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 本人及び家族の状況
①　本人の年齢
　母子世帯では「40～44歳」（29.7％）「35～39歳」（25.7％）

　父子世帯では「45～49歳」（25.3％）「40～44歳」「50歳以上」（ともに22.1％）

　寡婦世帯では「50歳以上」（94.4％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

②　世帯員数
　母子世帯では「２人」（34.4％）「１人」（31.9％）

　父子世帯では「２人」（39.0％）「１人」（25.3％）

　寡婦世帯では「０人」（35.2％）「１人」（31.5％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

　また，母子世帯の58.0％，父子世帯の53.2％が，母又は父と子どもだけで暮らしています。

③　子どもの状況
　■子どもの人数

　母子世帯では「１人」（51.4％）「２人」（34.4％）

　父子世帯では「１人」（49.4％）「２人」（34.4％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

　■子どもの就学状況

　高校進学率は，母子世帯（95.6％）父子世帯（95.8％），大学・短大の進学率が，母子世帯

（36.1％）父子世帯（31.8％）となっています。

　平成25年学校基本調査の県全体の進学率と比較すると，高校，専門学校等，大学等の全て

で，ひとり親世帯の進学率の方が下回り，特に大学等進学率で大きな差が生じています。

　

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高校
進学率

専修学校等
進学率

大学等
進学率

県全体 (学校基本調査 )

母子世帯 (N=127)

父子世帯 (N=94)

23.0%
19.4%
22.7%

58.2%
36.1%

31.8%

98.3
95.6
95.8
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④　ひとり親世帯になった理由
　母子世帯では「離婚」（85.5％）「未婚の母（婚姻によらないで母になられた方）」（10.5％）

　父子世帯では「離婚」（88.3％）「死別」（10.4％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

⑤　ひとり親家庭等になった当時困ったこと
　母子世帯では「お子さんの養育，教育」（53.6％）「自分の就職」（45.3％）「収入が減った

こと」（39.1％）「収入がなくなったこと」（33.0％）「住居の問題」（32.2％）

　父子世帯では「お子さんの養育，教育」（69.5％）「家事のこと」（56.5％）「収入が減った

こと」（40.9％）

　寡婦世帯では「お子さんの養育，教育」（35.2％）「収入がなくなったこと」（33.3％）「収

入が減ったこと」（29.6％）「自分の就職」（27.8％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

⑥　世帯の収入の状況
　母子世帯では「100～150万円未満」（21.4％）「150～200万円未満」「200～250万円未

満」（ともに17.8％）

　父子世帯では「200～250万円未満」（20.8％）「300～350万円未満」（19.5％）「250～

300万円未満」（17.5％）

　寡婦世帯では「200～250万円未満」（20.4％）「100～150万円未満」「250～300万円未

満」（ともに13.0％）

　と回答した人の割合が高くなっています。
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　母子世帯について，250万円を基準にして前回調査（平成21年）と比較すると，「250万円未

満」が4.3％減少し，「250万円以上」が3.2％増加しています。

 就業の状況
①　就業形態の状況
　母子世帯では「常用勤労者（正社員）」（41.3％）「臨時・パート」（33.7％）

　父子世帯では「常用勤労者（正社員）」（59.7％）「自営業」（19.5％）

　寡婦世帯では「不就労」（35.2％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

　母子世帯（89.5％），父子世帯（89.7％）とも約9割が就労しており，平成23年全国母子世

帯等調査と比較すると，母子世帯は全国値（80.6％）を8.9％上回り，父子世帯は全国値

（91.3％）を1.6％下回っています。
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②　就業していない理由
　母子世帯では「病気（病弱）なため」（35.7％）「時間条件で合う仕事を求職中」（25.0％）

「知識・技能の修得中」（17.9％）

　父子世帯では「病気（病弱）なため」（54.5％）「時間条件で合う仕事を求職中」（18.2％）

　寡婦世帯では「その他」（42.1％）「経済的に困らない」（15.8％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

③　転職希望
　就業している人の内，母子・父子世帯では3割前後（母子34.7％，父子28.7％），寡婦世帯

では１割程度（8.6％）が転職を希望しています。

④　転職したい理由
　母子世帯では「収入が少ない」（59.3％）「その他」（10.5％）「職場での人間関係」（10.5％）

　父子世帯では「収入が少ない」（65.9％）「勤務時間が長い・合わない」（12.2％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

⑤　今後取得したい資格等
　母子世帯では「特になし」（34.8％）「パソコン」（16.7％），

　父子世帯では「特になし」（48.1％）「パソコン」（17.5％），

　寡婦世帯では「特になし」（42.6％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

ひとり親家庭の自立支援の推進.indd   9 2015/03/24   12:03:29



－10－

 養育費の状況
①　養育費の受給状況
　母子世帯では「受けたことがない」と回答した人が４割以上（43.6％）と最も高く，次い

で「現在も受けている」（32.6％）「受けたことがあるが現在は受けていない」（16.9％），の

順になっています。

　父子世帯では「受けたことがない」と回答した人が８割程度（76.5％）と最も高く，次い

で「現在も受けている」（8.8％）「受けたことがあるが現在は受けていない」（3.7％）の順に

なっています。

②　養育費の受給月額
　母子世帯では「０～５万円未満」（71.8％）「5～10万円未満」（22.2％）

　父子世帯では「０～５万円未満」（70.6％）「5～10万円未満」（11.8％）

　と回答した人の割合が高くなっています。

③　養育費の取り決め状況
　「取り決めをしている」と回答した人の割合は，母子世帯で５割程度（47.9％）であるのに

対し，父子世帯では１割台（14.0％）になっています。

　平成23年全国母子世帯等調査と比較すると，母子家庭は全国値（37.7％）を約10％程度上

回り，父子家庭は全国値（17.5％）を3.4％下回っています。
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④　養育費の取り決めをしていない理由
　母子世帯では「相手に支払意思・能力がない」と回答した人の割合が６割以上（60.3％）

と最も高く，次いで「相手と関わりたくなかった」（21.6％）の順となっています。

　父子世帯においても「相手に支払意思・能力がない」と回答した人の割合が５割以上

（52.3％）と最も高く，次いで「相手と関わりたくなかった」（25.7％）の順になっています。

⑤　養育費に関する相談先
　母子世帯では「親族」「相談していない」と回答した人の割合が，ともに３割以上「親族」

（34.3％）「相談していない」（33.5％）と高く，次いで「家庭裁判所」（12.7％）「知人・隣

人」「弁護士」（ともに6.8％）の順となっています。

　父子世帯では「相談していない」と回答した人の割合が６割程度（59.6％）と最も高く，

次いで「親族」（21.3％）「弁護士」（5.9％）の順になっています。
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 住居の状況
①　住居の種類
　母子世帯では「借家・賃貸マンションなど」と回答した人の割合が３割以上（33.3％）と

最も高く，次いで「同居」（23.6％）「公営住宅」（17.4％）の順となっています。

　父子世帯では「持家」と回答した人の割合が5割程度（46.8％）と最も高く，次いで「同居」

（20.1％）「借家・賃貸マンションなど」（18.2％），寡婦世帯では「持家」と回答した人の割

合が８割以上（81.5％）と最も高く，次いで「公営住宅」（7.4％）の順となっています。

②　公営住宅への入居希望
　「希望する」と回答した人の割合は，母子世帯では３割程度（29.9％）であるのに対し，父

子世帯では１割程度（10.1％），寡婦世帯では希望する人はありませんでした。

ひとり親家庭の自立支援の推進.indd   12 2015/03/24   12:03:30



－13－

 生活全般及び子どもの教育等について
①　ご自身の困りごと
　母子世帯では「家計について」と回答した人の割合が6割程度（56.2％）と最も高く，次い

で「仕事について」（14.1％）「特にない」（9.8％）の順になっています。

　父子世帯では「家計について」と回答した人の割合が4割以上（40.9％）と最も高く，次い

で「家事について」（16.2％）「特にない」（11.7％）の順になっています。

　寡婦世帯では「健康について」と回答した人の割合が４割以上（40.7％）と最も高く，次

いで「特にない」（24.1％）「家計について」（14.8％）の順になっています。

②　子どもについての悩み
　母子世帯では「教育・進学」と回答した人の割合が６割程度（58.3％）と最も高く，次い

で「しつけ」（14.5％）「特にない」（8.7％）の順になっています。

　父子世帯では「教育・進学」と回答した人の割合が５割程度（46.8％）と最も高く，次い

で「しつけ」「特にない」（ともに14.3％）の順になっています。

　寡婦世帯では「特にない」と回答した人の割合が３割程度（25.9％）と最も高く，次いで

「結婚」（24.1％）「病気」（9.3％）の順になっています。
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③　子どもの保育状況
　■小学校入学前のお子さんの保育状況

　母子世帯では「保育所」と回答した人の割合が7割以上（72.4％）と最も高く，次いで「あ

なた自身」「認定こども園」（ともに8.6％）の順になっています。

　父子世帯では「認定こども園」と回答した人の割合が3割程度（29.4％）と最も高く，次い

で「幼稚園」「保育所」（ともに23.5％）の順になっています。

　■幼稚園，認定こども園及び保育所以外で保育している人のこれらの施設への入所希望

　母子世帯では「希望しない」と回答した人の割合が4割以上（42.9％）と最も高く，次いで

「幼稚園を希望する」（28.6％）「保育所を希望する」（14.3％）の順になっています。

　父子世帯では設問の対象となる幼稚園等以外で保育している人は，ありませんでした。
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　■小学校のお子さんの教育状況

　母子世帯では「あなた自身」と回答した人の割合が２割以上（23.1％）と最も高く，次い

で「放課後児童クラブ（いわゆる学童保育）」（19.2％）「同居の親族」（16.3％）の順になっ

ています。

　父子世帯では「同居の親族」と回答した人の割合が３割以上（34.5％）と最も高く，次い

で「放課後児童クラブ（いわゆる学童保育）」（19.0％）「あなた自身」（10.3％）の順になっ

ています。

　■放課後児童クラブを利用していない人の当施設への入所希望

　「希望する」と回答した人の割合は，母子世帯では25.0％，父子世帯では20.7％で，ともに

２割台となっています。
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 福祉施策の認知・利用状況等について（事業内容は24ページ参照）
　■母子世帯

　「利用・受給した（している）」と回答した人の割合の高いものとして「児童扶養手当」

（93.8％）「ひとり親家庭等医療費助成事業」（68.5％）

　「制度を知らない」と回答した人の割合の高いものとして「母子家庭等土日電話相談事業」

（78.3％），「母子家庭等日常生活支援事業」（75.7％）「トワイライトステイ事業」（75.0％）

「社会福祉人材センター事業」（71.4％）「母子家庭等緊急生活援護金貸付金」（70.3％）の順

になっています。
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■父子世帯

　「利用・受給した（している）」と回答した人の割合の高いものとして「児童扶養手当」

（89.0％）「ひとり親家庭等医療費助成事業」（38.3％）

　「制度を知らない」と回答した人の割合の高いものとして「トワイライトステイ事業」

（67.5％），「社会福祉人材センター事業」「ショートステイ事業」（ともに66.9％）「母子家庭

等日常生活支援事業」「母子家庭等緊急生活援護金貸付金」（ともに65.6％）の順になってい

ます。
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 行政に望む施策等について

①　県・市町に望む施策
　母子世帯では「母子・父子家庭への手当制度の充実」と回答した人の割合が６割以上
（64.5％）と最も高く，次いで「医療費の援助」（40.9％）「就学援助」（35.1％）「各種福祉制
度における所得制限の緩和」（30.4％）の順になっています。
　父子世帯では「母子・父子家庭への手当制度の充実」と回答した人の割合が７割程度
（69.5％）と最も高く，次いで「医療費の援助」（36.4％）「就学援助」（33.1％）の順になっ
ています。
　寡婦世帯では「医療費の援助」と回答した人の割合が3割以上（31.5％）と最も高く，次い
で「各種福祉制度における所得制限の緩和」（25.9％）「就職のあっせん」（16.7％）の順に

なっています。
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②　期待される相談・支援事業
　母子世帯では「生活に関する相談・支援事業」と回答した人の割合が５割以上（50.7％）

と最も高く，次いで「就職に関する相談・支援事業」（47.5％）「子育てに関する相談・支援

事業」（39.9％）「住宅に関する相談・支援事業」（35.1％）の順となっています。

　父子世帯では「生活に関する相談・支援事業」と回答した人の割合が５割程度（47.4％）

と最も高く，次いで「子育てに関する相談・支援事業」（34.4％）「就職に関する相談・支援

事業」（25.3％）の順となっています。

　寡婦世帯では「就職に関する相談・支援事業」と回答した人の割合が４割以上（42.6％）

と最も高く，次いで「生活に関する相談・支援事業」（33.3％）「職業能力開発に関する相談・

支援事業」（27.8％）の順となっています。
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　め ざ す 姿

◆ ひとり親家庭の誰もが，自ら進んで仕事と家庭生活の安定のために努力するととも

に，必要な経済的支援を受けて，安心して暮らしています。

◆ ひとり親家庭の個々の事情による悩みやニーズに応じた様々な支援が適切に提供され

ています。

1 経済的支援の充実

 経済的支援事業の利用促進と養育費確保の推進

　現　　　状
　○ ひとり親家庭では，一人で就業と子育ての両方を担うため，特に子供の年齢が低い場合には

正規雇用の職につきにくいことなど，経済的に厳しい環境に置かれています。母子世帯の

56.2％，父子世帯の40.9％が「家計に困っている」，母子世帯の64.5％，父子世帯の

69.5％が「手当制度の充実を望む」と答えています。（Ｈ26広島県調査）

　○ 養育費について，母子家庭等就業・自立支援センターでの養育費相談や，母子・父子自立支

援員等による相談支援が行われていますが，養育費の受給状況は，母子世帯32.6％，父子

世帯 8.8％で，確保が進んでいない状況にあります。（Ｈ26広島県調査）

　○ 平成26（2014）年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され，次いで同

年８月に政府による「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されています。この中で，児童

扶養手当，母子父子寡婦福祉資金の円滑な運用や，養育費確保の支援が要請されています。

　課　　　題

　○ ひとり親家庭において，児童のライフステージの各段階に応じた適切な育児を行いながら生

活の安定が図れるよう，きめ細かな経済的支援が必要となっています。

　○ 平成23（2011）年の民法の一部改正で，父母の協議離婚の際に「養育費の分担」と「面会

交流」について，子の利益を最優先して考慮して取決めしなければならないことが規定され

たことを踏まえ，養育費の確保に向けての相談体制の充実や情報提供の促進が必要です。

　取組の方向
　○ 母子福祉資金貸付金等について、貸付対象を父子家庭に拡大されたところであり，これらの

支援事業を適切に運営します。

　○ ひとり親家庭に対する医療費助成を引き続き実施するとともに，低額の公的年金等受給者に

対象拡大された児童扶養手当など，市町等の実施事業を含めた各種制度の広報や相談・支援

時の情報提供などによって利用の促進を図ります。

  Ⅲ　ひとり親家庭等自立促進計画 ～ひとり親家庭等の自立支援の推進～
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　○ 養育費支払いや面会交流に関して，啓発のための広報・情報提供，母子家庭等就業・自立支

援センターに養育費専門相談員を配置しての相談対応や，国の養育費相談支援センターと連

携した，相談能力の向上などの取組を推進します。

　成果指標・目標

成果指標・目標 現　　状（H26） 目標（H31末）

養育費の取り決め状況（広島県調査） 母子世帯　47.9％
父子世帯　14.0％

現状値以上
17.5％以上

2 就業支援体制の充実

 ひとり親家庭の就業のための自助努力と関係機関等の支援の促進

　現　　　状
　○ ひとり親の場合，保育所等の送迎や家事と仕事の両立などが，残業や転勤もある正規雇用の

職では難しく，特に母子家庭の母では，就業経験の少なさや出産等による就業の中断などか

ら，パート・アルバイト等の非正規雇用で働く者の割合が高くなっています。

　○ 母子世帯，父子世帯とも約９割が就労していますが，常用勤労者（正社員）は，母子世帯

41.3％，父子世帯59.7％となっています。また，就業している者のうち，母子世帯で

34.7％，父子世帯で28.7％が転職を希望しており，母子世帯，父子世帯とも「収入が少な

いこと」がその理由になっています。（Ｈ26広島県調査）

　○ 平成25（2013）年３月に「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」（母子家庭の母等就業支援法）が施行され，国や地方公共団体はもとより，民間団体や

事業者などに対しても，ひとり親家庭に対する就業の支援が要請されています。

　○ 国の「子供の貧困対策に関する大綱」において，ひとり親に対する就労支援，学び直しの支

援，就労機会の確保，在宅就業に関する支援や子供の就労支援の取組が要請されています。

　課　　　題
○ ひとり親家庭の母又は父が，就職に必要な知識や技能を習得するための主体的な能力開発の

取組に対する支援が必要となっています。

○ ひとり親家庭のライフスタイルに即した就業機会が確保されるよう，子供の年齢や家庭環境

などの個別の事情に応じた就業情報の提供などの支援が必要となっています。

○ ひとり親家庭において，仕事と子育てを両立するためには，保育体制の整備や企業における

就業時間等への配慮などの支援が必要となっています。

○ 母子家庭の母等就業支援法による関係者の支援を促進していく必要があります。

○ 平成23（2011）年度から平成26（2014）年度の間で実施した「ひとり親家庭ＩＴスキル

アップ就業支援事業」について，訓練修了者等で組織する母子・父子福祉団体「一般社団法

人広島テレワーク協会」が事業を引き継いでおり，当団体による在宅就業支援の取組を推進
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していく必要があります。

　取組の方向
○ 母子父子寡婦福祉資金の技能習得資金貸付などにより，ひとり親の就業に向けた能力開発の

取組を支援します。

○ 各市町による自立支援プログラム策定，自立支援教育訓練給付金などの取組に対して，助言

などの支援を行います。

○ ひとり親やひとり親家庭の子供に対して，母子家庭等就業・自立支援センターの就業相談員

等によるハローワーク等の関係機関と連携した就業情報提供や相談支援，就業支援講習会の

開催などの取組を実施します。

○ 各市町における保育所や認定こども園などの整備を推進します。

○ テレワークの普及啓発や母子・父子福祉団体「一般社団法人広島テレワーク協会」の受注機

会の確保などを通じた，在宅就業の支援を行います。

○ 母子家庭の母等就業支援法に基づく，ひとり親家庭に対する優先的雇用や，母子・父子福祉

団体への業務発注が促進されるよう，県の率先した取組や，関係機関・企業への啓発を推進

します。

　成果指標・目標

成果指標・目標 現　　状 目標（H31末）

ひとり親家庭の親の就業率（広島県調査） 母子家庭　89.5％（Ｈ26）
父子家庭　89.7％（Ｈ26）

現状値以上
91.3％以上

母子・父子福祉団体への業務発注 県発注件数　　０件（Ｈ25）
実施市町数　　１市（Ｈ25）

30件以上
全21市町

3 子育て，生活，その他の支援の充実

 個々の事情に即した子育て・生活支援に向けた相談機能の充実と地域における
　支援者の連携強化など

　現　　　状
○ 母子世帯の58.0％，父子世帯の53.2％が父又は母と児童だけで暮らしており，ひとり親家

庭の多くは子育てなどを他の家族に頼れない状況にあります。（Ｈ26広島県調査）

○ 子供の年齢，住居や家族の状況，学歴や職業の状況などにより，ひとり親家庭に対する支援

ニーズは多様で，また，ＤＶ や児童虐待などの課題がある場合もあります。

　・期待される相談・支援事業（Ｈ26広島県調査）

　　　生　活 母子世帯50.7％，父子世帯47.4％

　　　就　職 母子世帯47.5％，父子世帯25.3％

　　　子育て 母子世帯39.9％　父子世帯34.4％

○ 母子世帯の58.3％，父子世帯の46.8％が，「子供の教育・進学に悩んでいる」と，また，父
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子家庭の16.2％が，「家事に困っている」と答えています。（Ｈ26広島県調査）

○ 国の「子供の貧困対策に関する大綱」において，ひとり親世帯に対して，保育の確保，子供

の居場所づくりなどの生活支援や学習支援などの取組が要請されています。

　課　　　題
○ ひとり親家庭に対しては，一般の子育て支援とともに，ひとり親家庭のニーズに即応した子

育て・生活支援が必要となっています。

○ ひとり親家庭の状況・課題を把握・整理し，必要な支援メニューを適切に組み合わせる総合

的な相談・支援が必要となっています。

○ 身近な地域全体で，子育てや生活支援の取組が実施されるよう，地域の様々な支援機関の連

携による相談・支援が必要となっています。

○ 子供の貧困対策の一環として，所得の低い世帯を中心として，子供の学習に対する支援が必

要となっています。

　取組の方向
○ 保育所や放課後児童クラブへの優先入所，公営住宅への優先入居，母子家庭等就業自立支援

センターの生活・子育て支援のための困りごと相談や，土日電話相談など，各関係機関によ

る，ひとり親家庭の子育て・生活支援の取組を推進します。

○ 母子家庭等就業自立支援センターの生活支援講習会等の取組に合わせて，ひとり親家庭が集

い，相互に情報交換や悩みを相談し支え合える場の提供を行います。

○ ひとり親家庭の多様な支援ニーズに対応できるよう，母子・父子自立支援員等の支援者に対

する研修内容を充実するとともに，各種相談窓口の連携による情報提供体制の強化などによ

り，相談機能の充実を図ります。

○ 母子・父子福祉団体，社会福祉協議会その他ボランティア団体等と連携し，行政施策の情報

提供等を行うことで，地域におけるボランティア活動や，ひとり親家庭自らの地域活動への

参加・交流を促進し，身近な地域での支援の取組を推進します。

○ 学生等ボランティアを募集して，ひとり親家庭等の児童の学習指導や進路相談などの支援を

行う，学習支援ボランティア事業を推進します。実施に当たっては，生活困窮者自立支援法

に基づいて市町が実施する学習支援事業などと連携を取りながら進めていきます。

　成果指標・目標

成果指標・目標 現　　状（H26） 目標（H31末）
学習支援ボランティア事業の実施対象市町数 ２市 全21市町
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  Ⅳ　関係資料

1 ひとり親家庭に対する支援制度の概要
事業区分 制　度　概　要 事業実施等

⑴ 児童扶養手当 18歳に達した最初の３月31日までの児童がいる母
子・父子家庭等に支給します。 各市町

⑵ ひとり親家庭等日常生活
支援事業

母子・父子家庭の母，父が病気等で児童を養育で
きないときホームヘルパーを派遣します。 各市町

⑶ ひとり親家庭等医療費助
成事業

母子・父子家庭等の母・父・児童が保険医療を受
けたときその自己負担分を助成します。 各市町

⑷ 母子家庭等就業・自立支
援センター事業

母子家庭の母の雇用先の開拓や就業に役立つ講習
会等の開催並びに就業相談等を行います。 県（連合会委託）

⑸ 母子家庭等土日電話相談
事業  

母子家庭等の比較的時間の余裕のある土日祝日に
電話相談員を配置して相談に応じます。 県（連合会委託）

⑹ 母子・父子自立支援プロ
グラム策定事業

児童扶養手当受給者個々の希望，事情等に対応し
た自立支援プログラムを策定し，ハローワーク等
と連携して，就業に結び付けます。

各市町

⑺ 社会福祉人材センター事業 福祉職場への就職あっせんや就職セミナーなどを
行います。

県社会福祉協議会
（窓口）

⑻ 自立支援給付金事業
母子・父子家庭の母，父の職業能力開発のための
講座の受講料の一部，又は養成機関で修業する際
の生活費の一部を支給します。

各市町

⑼ 母子・父子・寡婦福祉資金 修学資金・就学資金等の貸付を行います。
県厚生環境事務所
（支所）
（窓口は各市町）

⑽ 生活福祉資金貸付金制度 修学資金・就学資金等の貸付を行います。 市町社会福祉協議会
（窓口）

⑾ 母子家庭等緊急生活援護
資金貸付金

母子家庭等に対し，緊急に必要とする資金の貸付
けを行います。 連合会

⑿ トワイライトステイ事業 保護者が仕事を終えて帰宅するまでの間，児童を
児童養護施設などに預かって保育します。 各市町

⒀ ショートステイ事業
保護者が疾病などの理由により，児童が一時的に
養育を受けることが困難になった場合等に児童等
を児童養護施設などに一時保護します。

各市町

⒁ 母子・父子自立支援員相談 母子・父子家庭の身上相談や自立に必要な情報提
供などを行います。 県・各市町

⒂ 心配ごと相談事業 生活全般に関する心配ごとの一般相談を行います。 市町社会福祉協議会
（窓口）

⒃ 母子生活支援施設 母子家庭の居住・保護施設を提供します。 各市町

⒄ 児童の身元保証制度 県が，母子家庭等の児童の就職を容易にするため
の身元保証を行います。

県（窓口は厚生環境
事務所（支所））

※連合会：一般財団法人広島県母子寡婦福祉連合会（⇒27ページ参照）
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2 母子父子寡婦福祉制度の変遷
時　　期 内　　　　　　　　　　　　容

昭和 ４年 ○「救護法」（昭和7年実施）
　母と1歳未満の乳児からなる貧困母子家庭に対する生活扶助，医療扶助

昭和12年 ○「母子保護法」（昭和13年施行）
　　母と13歳以下の子からなる貧困母子家庭への扶助

昭和24年 ○「母子福祉対策要綱」（昭和24年）
　�　生活力の弱い母子家庭の保護，次代を担う子どもの健全育成などの観点から，公
的扶助の徹底，居住環境改善，就職斡旋，技能取得促進，保育所優先入所，育英資
金貸付の実施，その他課税上の考慮

昭和39年 ○「母子福祉法」制定（昭和39年７月１日施行）
　　母子福祉の基本理念と総合施策の推進

昭和44年 ○40歳以上の寡婦を対象として寡婦福祉資金貸付制度が創設
　�　寡婦の自立促進と生活の安定を図るため，知識技能習得講習会，専門相談の実施，
寡婦等自立促進事業の実施

昭和56年 ６月 ○「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改称（昭和57年４月施行）
　　対象の拡充（寡婦を対象）

平成 ２年 ６月 ○「母子及び寡婦福祉法」改正（平成３年１月１日施行）
　　在宅サービスの法定化

平成14年 ３月 ○「母子家庭等自立支援対策大綱」

平成14年 ８月 ○「児童扶養手当法施行令」一部改正（平成14年８月１日施行）
　�　児童扶養手当について，就労による自立を促進する仕組みとするため支給額の見
直し

平成14年11月 ○「母子及び寡婦福祉法」一部改正（平成15年４月１日施行）
　�　母子家庭等に対する子育て支援の充実，就労支援策強化，扶養義務履行の確保，
国による基本方針策定，都道府県・市等による自立促進計画の策定等を明確化

平成15年 ３月 ○ 「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上の措置に関する基本的な方針」の策定（平
成15年３月19日告示）
　　都道府県・市等が策定する自立促進計画の指針

平成15年 ８月 ○「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」（平成15年８月11日施行）
　　母子家庭の就労支援についての立法措置
　�　児童扶養手当の支給開始後，一定期間を経過した場合等における児童扶養手当の
支給が制限される措置の導入に関して，特別な措置

平成16年 ２月 ○ 「母子家庭及び寡婦の家庭生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」
の一部改正（平成16年２月12日告示）
　　「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」を踏まえた改正

平成17年 ３月 ○「未来に輝くこども夢プラン」の策定
　　計画期間：平成17年度～平成21年度

平成17年 ６月 ○「広島県母子家庭等自立促進計画」の策定
　　計画期間：平成17年度～平成21年度
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時　　期 内　　　　　　　　　　　　容

平成20年 ２月 ○「児童扶養手当法施行令」一部改正（平成20年２月８日施行）
　　児童扶養手当の支給停止の額及び一部支給停止が適用されない事由を規定

平成20年 ４月 ○ 「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上の措置に関する基本的な方針」の改定（平
成20年４月１日告示）
　�　国や地方公共団体が講ずべき措置に対する支援，地方公共団体の策定する母子家
庭及び寡婦自立促進計画の指針の提示

平成22年 ３月 ○「みんなで育てるこども夢プラン」の策定
　　計画期間：平成22年度～平成26年度
○「広島県ひとり親家庭等自立促進計画」の策定
　　計画期間：平成22年度～平成26年度

平成22年 ６月 ○「児童扶養手当法」の一部改正（平成22年８月１日施行）
　　父子家庭の父にも支給

平成24年 ３月 ○ 「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」制定（平成25
年３月１日施行）
　　新たに「父子家庭の父」に対象が拡大され，時限立法から恒久法化

平成25年 ３月 ○ 「母子家庭及び寡婦の家庭生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」
の一部改正（平成25年３月１日告示）
　�　児童扶養手当法の一部改正において，改正法附則に，「改正法施行後三年を目途に，
ひとり親対策の総合的な検討を行うこと」とされたことから，平成20年４月告示の
基本方針を２年延長

平成26年１月 ○「子どもの貧困対策の推進に関する法律」制定（平成26年１月17日施行）
　�　子どもの貧困対策を総合的に推進するための基本的な事項や国・地方公共団体の
責務について規定

平成26年10月 ○「母子及び寡婦福祉法」一部改正（平成26年10月１日施行）
　�　法律名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称するとともに，父子福祉資金
貸付制度の創設など，父子家庭に対する支援を拡充

平成26年12月 ○「児童扶養手当法」一部改正（平成26年10月１日施行）
　�　児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給できる場合に，差額分の手当を支給
する制度拡充

平成26年 ８月 ○「子供の貧困対策に関する大綱」策定（平成26年８月29日閣議決定）
　�　政府が「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づいて推進すべき子供の貧
困対策の指針

平成27年 ３月 ○「ひろしまファミリー夢プラン」の策定
　　計画期間：平成27年度～平成31年度
　�　「広島県ひとり親家庭等自立促進計画」，「広島県子どもの貧困対策計画」と一体的
に策定
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3 一般財団法人広島県母子寡婦福祉連合会の概要（平成26年11月20日現在）
　⑴　目的

　一般財団法人広島県母子寡婦福祉連合会は，県内の母子・寡婦の自立精神の確立をはかり，
相互扶助と共同の福祉振興に努め，健全なる家庭生活をもたらすことを目的としています。
　⑵　組織の概要

所　在　地　　広島市中区富士見町11－６（エソール広島内）
電　　　話　　（082）543－6889
評　議　員　　９名（県下14郡市）
理　　　事　　７名（会長１名，副会長２名含む）
事務局職員　　４名
母子家庭等地域生活支援員　　147名
会　員　数　　1,483名（賛助会員：法人５団体，個人44名）

　⑶　主な事業
　　ア　受託事業
　　　ア 広島県母子家庭等就業・自立支援センター事業
　　　イ 広島県母子家庭等土日電話相談事業
　　　ウ 学習支援事業
　　　エ 坂町母子家庭等日常生活支援事業
　　イ　独自事業
　　　ア 母子家庭等緊急生活援護資金貸付事業（貸付資金は広島県からの無利子借受）
　　　イ 助成金事業（母子家庭子女激励会，生きがい対策事業，母子家庭等研修会）
　　　ウ パソコン事業
　　　エ 弔慰金事業
　　　オ ふれあい事業
　　　カ 広報事業
　　　キ その他（相談・指導等）
　⑷　入会資格

　母子家庭・寡婦の方ならどなたでも参加できます。（仲間づくりや情報交換のためにも，入
会を呼びかけています。）

　　　　

広島市にお住まいの方は
一般財団法人広島市母子寡婦福祉連合会

広島市中区千田町一丁目9－43
広島市社会福祉センター内
℡（082）241－1768

呉市にお住まいの方は
一般財団法人呉市母子寡婦福祉連合会
　　　呉市中通1丁目2-31
　　　ふれあい会館2Ｆ
　　　℡（0823）21－5995

 地域にある母子会
　お住まいの地域には、母子家庭の母と寡婦で構成される小さなコミュニティーがあり、
親子で参加する「ふれあい事業」や「生きがい事業」などを行っています。

　 ■問い合わせ先　
尾道市にお住まいの方は
尾道市母子寡婦福祉連合会
　　　尾道市門田町22－5
　　　尾道市母子福祉センター
　　　℡（0848）22－8385

福山市にお住まいの方は
一般財団法人福山市母子寡婦福祉連合会
　　　福山市御門町二丁目1－1
　　　芙蓉会館内
　　　℡（084）932－1091
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4 県内等の主な相談機関

⑴　市町
名　　　　　称 所　　　在　　　地 電　　　話

呉市すこやか子育て支援センター 呉市宝町2－50レクレ４階 （0823）25－3482
呉市子育て支援課 呉市和庄１丁目２番13号 （0823）25－3173
竹原市市民生活部福祉課子ども福祉室 竹原市中央五丁目１番35号 （0846）22－7742
三原市子育て支援課子育て支援係 三原市港町三丁目５番１号 （0848）67－6045
尾道市福祉保健部子育て支援課 尾道市久保一丁目15番１号 （0848）38－9112
福山市保健福祉局児童部子育て支援課 福山市東桜町３番５号 （084）928－1053
府中市健康福祉部女性こども課 府中市府川町315 （0847）43－7139
三次市子育て支援部育児支援課 三次市十日市東三丁目14番１号 （0824）62－6247
庄原市児童福祉課児童福祉係 庄原市中本町一丁目10番１号 （0824）73－1192
大竹市健康福祉部福祉課児童係 大竹市小方一丁目11－1 （0827）59－2148
東広島市福祉部こども家庭課 東広島市西条栄町８番29号 （082）420－0407
廿日市市福祉保健部児童課 廿日市市下平良一丁目11－1 （0829）30－9153
安芸高田市福祉保健部子育て支援課 安芸高田市吉田町吉田791 （0826）47－1283
江田島市子育て支援センター 江田島市江田島町江南2－8－24 （0823）42－2852
府中町福祉保健部子育て支援課 府中町大通三丁目５番１号 （082）286－3163
海田町福祉保健部こども課 海田町上市14－18 （082）823－9227
熊野町民生部民生課児童福祉Ｇ 熊野町中溝一丁目１番１号 （082）820－5635
坂町民生部民生課福祉係 坂町平成ヶ浜一丁目１番１号 （082）820－1505
安芸太田町福祉事務所 安芸太田町大字下殿河内236 （0826）25－0250
北広島町福祉課子育て支援室 山県郡北広島町有田1234番地 （050）5812－1851
大崎上島町福祉課福祉指導係 豊田郡大崎上島町木江4968番地 （0846）62－0301
世羅町子育て支援課子育て支援係 世羅郡世羅町大字本郷947番地 （0847）25－0295
神石高原町福祉課生活福祉係 神石高原町小畠2025 （0847）89－3335

⑵　広島県
名　　　　　称 所　　　在　　　地 電　　　話

西部厚生環境事務所 廿日市市桜尾二丁目2－68 （0829）32－1181�
西部厚生環境事務所広島支所 広島市中区基町10－52 （082）228－2111
西部厚生環境事務所呉支所 呉市西中央一丁目3－25 （0823）22－5400
西部東厚生環境事務所 東広島市西条昭和町13－10 （082）422－6911
東部厚生環境事務所 尾道市古浜町26－12 （0848）25－2011
東部厚生環境事務所福山支所 福山市三吉町一丁目1－1 （084）921－1311
北部厚生環境事務所 三次市十日市東四丁目6－1 （0824）63－5181

西部こども家庭センター 広島市南区宇品東四丁目1－26 （こども）
（女　性）

（082）254－0381
（082）254－0391

東部こども家庭センター 福山市瀬戸町山北291－1� （こども）
　　　　　　　　　　　　�（女　性）

（084）951－2340
（084）951－2372

北部こども家庭センター 三次市十日市東四丁目6－1 （0824）63－5181
（内線2313）

総合精神保健福祉センター 安芸郡坂町北新地2－3－77 （082）884－1051
健康福祉局こども家庭課 広島市中区基町10－52 （082）513－3173
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⑶　母子家庭等就業・自立支援センター

名　　　称 所　　　在　　　地 電　　　話
広島県
母子家庭等就業・自立支援センター

広島市中区富士見町11－6
エソール広島内 （082）543－6889

広島市
母子家庭等就業・自立支援センター

広島市中区千田町一丁目9－43
広島市社会福祉センター内 （082）546－1751�

福山市
ひとり親家庭等就業・自立支援センター

福山市御門町二丁目1番1号
福山市芙蓉会館3階 （084）921－5546

⑷　養育費相談支援センター等

名　　　称 所　　　在　　　地 電　　　話

養育費相談支援センター 東京都豊島ⅸ西池袋2－29－19
池袋ＫＴビル10階 （03）3980－4108

エフピック広島ファミリー相談室 広島市中区富士見町11－6
エソール広島内 （082）546－1751�

⑸　ハローワーク

機関名 所在地 電話番号

ハローワーク広島 広島市中区上八丁堀8－2
広島清水ビル1～4階 082－223－8609

ハローワーク広島東 広島市東区光が丘13－7 082－264－8609
ハローワーク呉 呉市西中央1－5－2 0823－25－8609
ハローワーク竹原 竹原市中央5－2－11 0846－22－8609
ハローワーク広島西条 東広島市西条町寺家6479－1 082－422－8609
ハローワーク三原 三原市館町1－6－10 0848－64－8609
ハローワーク尾道 尾道市栗原西2－7－10 0848－23－8609
ハローワーク福山 福山市東桜町3－12 084－923－8609
ハローワーク三次 三次市十日市東3－4－6 0824－62－8609
ハローワーク安芸高田 安芸高田市吉田町吉田1814－5 0826－42－0605
ハローワーク庄原 庄原市中本町1－20－1 0824－72－1197
ハローワーク可部 広島市安佐北区可部南3－3－36 082－815－8609
ハローワーク府中 府中市府中町188－2 0847－43－8609
ハローワーク廿日市 廿日市市串戸4－9－32 0829－32－8609
ハローワーク大竹 大竹市白石1－18－16 0827－52－8609

キャリアアップハローワーク広島 広島市中区本通6－11
明治安田生命広島本通ビル８階 082－236－8613

マザーズハローワーク広島 広島市中区立町1－20　
NREG広島立町ビル３階 082－542－8609

ハローワーク呉（マザーズコーナー） 呉市西中央1－5－2 0823－25－8609
ハローワーク廿日市（　　〃　　　） 廿日市市串戸4－9－32 0829－32－8609

ハローワークプラザ福山（　�〃�　） 福山市東桜町1－21
エストパルク１階 084－921－8189

ハローワークプラザ広島西条（�〃�） 東広島市西条町寺家6479－1 082－422－8609
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⑹　社会福祉協議会

名　　　　　称 所　　　在　　　地 電　　　話
広島県社会福祉協議会 広島市南区比治山本町12－2 082－254－3411
広島市社会福祉協議会 広島市中区千田町一丁目9－43 082－243－0051
広島市中区社会福祉協議会 広島市中区大手町四丁目1－1 082－249－3114
広島市東区社会福祉協議会 広島市東区東蟹屋町9－34 082－263－8443
広島市南区社会福祉協議会 広島市南区皆実町一丁目4－46 082－251－0525
広島市西区社会福祉協議会 広島市西区福島町二丁目24－1 082－294－0104
広島市安佐南区社会福祉協議会 広島市安佐南区中須一丁目38－13 082－831－5011
広島市安佐北区社会福祉協議会 広島市安佐北区可部三丁目19－22 082－814－0811
広島市安芸区社会福祉協議会 広島市安芸区船越南三丁目2－16 082－821－2501
広島市佐伯区社会福祉協議会 広島市佐伯区海老園一丁目4－5 082－921－3113
呉市社会福祉協議会 呉市本町9－21 0823－25－3509
呉市社会福祉協議会　川尻支所 呉市川尻町西二丁目3－33 0823－87－6555
呉市総合ケアセンターさざなみ音戸支所 呉市音戸町高須三丁目7－15 0823－50－0611
呉市社会福祉協議会　倉橋支所 呉市倉橋町1210－8 0823－53－2233
　　　　〃　　　　　蒲刈支所 呉市蒲刈町田戸2308－1 0823－66－1165
　　　　〃　　　　　安浦支所 呉市安浦町内海北一丁目7－2 0823－84－5460
　　　　〃　　　　　豊浜支所 呉市豊浜町豊島3526－15 0823－67－1310
　　　　〃　　　　　豊支所 呉市豊町大長5915－5 0823－66－2872
竹原市社会福祉協議会 竹原市中央三丁目13－5 0846－22－5131
三原市社会福祉協議会 三原市城町一丁目2－1 0848－63－0570
　　　　〃　　　　　三原地域センター 三原市城町一丁目2－1 0848－63－0570
　　　　〃　　　　　本郷地域センター 三原市下北方一丁目2－12 0848－86－3607
　　　　〃　　　　　久井地域センター 三原市久井町和草1906－1 0847－32－7101
　　　　〃　　　　　大和地域センター 三原市大和町和木1538－1 0847－34－1214
　　　　〃　　　　　梅林の里 三原市西野三丁目7－1 0848－61－0819
尾道市社会福祉協議会 尾道市門田町22－5 0848－22－8385
　　　　〃　　　　　御調支所 尾道市御調町市107－1 0848－76－1231
　　　　〃　　　　　向島支所 尾道市向島町5888－1 0848－45－2113
　　　　〃　　　　　因島支所 尾道市因島田熊町4482－1 0845－22－6562
　　　　〃　　　　　瀬戸田支所 尾道市瀬戸田町林1288－7 0845－27－3846
福山市社会福祉協議会 福山市三吉町南二丁目11－22 084－928－1330
　　　　〃　　　　　新市事務所 福山市新市町新市1061－1 0847－52－5115
　　　　〃　　　　　沼隈内海事務所 福山市沼隈町草深1889－6 084－980－7722
　　　　〃　　　　　神辺事務所 福山市神辺町湯野53－4 084－963－3366
　　　　〃　　　　　松永事務所 福山市松永町三丁目1－29 084－930－4110
府中市社会福祉協議会 府中市広谷町919－3 0847－47－1294
　　　　〃　　　　　上下支所 府中市上下町上下869－5 0847－62－2566
三次市社会福祉協議会 三次市十日市東三丁目14－1 0824－63－8975
　　　　〃　　　　　君田支所 三次市君田町東入君718－6 0824－53－2964
　　　　〃　　　　　布野支所 三次市布野町上布野1093－1 0824－54－2042
　　　　〃　　　　　作木支所 三次市作木町下作木1503 0824－55－2119
　　　　〃　　　　　吉舎支所 三次市吉舎町吉舎723－1 0824－43－3301
　　　　〃　　　　　三良坂支所 三次市三良坂町三良坂737－1 0824－44－2182
　　　　〃　　　　　三和支所 三次市三和町敷名1460－2 0824－52－3143
　　　　〃　　　　　甲奴支所 三次市甲奴町西野593 0847－67－2075
　　　　〃　　　　　江水園 三次市作木町香淀655 0824－55－3388
三次市三次西健康づくりセンター 三次市日下町143－1 0824－65－0321
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庄原市社会福祉協議会 庄原市西本町四丁目5－26 0824－72－7120
　　　　〃　　　　　庄原地域センター 庄原市西本町四丁目5－26 0824－72－5151
　　　　〃　　　　　西城地域センター 庄原市西城町中野1339 0824－82－2953
　　　　〃　　　　　東城地域センター 庄原市東城町川東1175 0847－72－0488
　　　　〃　　　　　口和地域センター 庄原市口和町永田415－4 0824－89－2320
　　　　〃　　　　　高野地域センター 庄原市高野町新市1150－1 0824－86－3044
　　　　〃　　　　　比和地域センター 庄原市比和町比和1119－1 0824－85－2300
　　　　〃　　　　　総領地域センター 庄原市総領町下領家71 0824－88－2796
大竹市社会福祉協議会 大竹市西栄ニ丁目4－1 0827－52－2211
東広島市社会福祉協議会 東広島市西条町土与丸1108 082－423－2800
　　　　〃　　　　　黒瀬支所 東広島市黒瀬町丸山1286－1 0823－82－2026
　　　　〃　　　　　福富支所 東広島市福富町久芳1545－1 082－435－2247
　　　　〃　　　　　豊栄支所 東広島市豊栄町乃美2841－1 082－432－2083
　　　　〃　　　　　河内支所 東広島市河内町中河内1206－1 082－420－7011
　　　　〃　　　　　安芸津支所 東広島市安芸津町三津4398 0846－45－0201
廿日市市社会福祉協議会 廿日市市新宮一丁目13－1 0829－20－0294
　　　　〃　　　　　佐伯事務所 廿日市市津田4109 0829－72－0868
　　　　〃　　　　　吉和事務所 廿日市市吉和1771－1 0829－77－2883
　　　　〃　　　　　大野事務所 廿日市市大野4124 0829－55－3294
　　　　〃　　　　　宮島事務所 廿日市市宮島町960－2 0829－44－2785
安芸高田市社会福祉協議会 安芸高田市甲田町高田原1490－1 0826－45－2941
　　　　〃　　　　　甲田支所 安芸高田市甲田町高田原1490－1 0826－45－2941
　　　　〃　　　　　吉田支所 安芸高田市吉田町吉田1324－1 0826－42－2941
　　　　〃　　　　　八千代支所 安芸高田市八千代町佐々井1329 0826－52－2941
　　　　〃　　　　　美土里支所 安芸高田市美土里町本郷1775 0826－59－2941
　　　　〃　　　　　高宮支所 安芸高田市高宮町佐々部983－2 0826－57－2941
　　　　〃　　　　　向原支所 安芸高田市向原町坂185－1 0826－46－2941
江田島市社会福祉協議会 江田島市能美町鹿川2060 0823－40－2501
府中町社会福祉協議会 安芸郡府中町浜田本町5－25 082－285－7278
海田町社会福祉協議会 安芸郡海田町日の出町2－35 082－820－0294
熊野町社会福祉協議会 安芸郡熊野町中溝一丁目11－1 082－855－2855
坂町社会福祉協議会 安芸郡坂町平成ｹ浜一丁目3－19 082－885－2611
安芸太田町社会福祉協議会 山県郡安芸太田町中筒賀2802－5 0826－32－2226
　　　　〃　　　　　加計支所 山県郡安芸太田町加計3798－1 0826－22－1785
　　　　〃　　　　　戸河内支所 山県郡安芸太田町戸河内780－15 0826－28－2115
　　　　〃　　　　　筒賀支所 山県郡安芸太田町中筒賀2802－5 0826－32－2226
北広島町社会福祉協議会 山県郡北広島町大朝2513－1 0826－82－2680
　　　　〃　　　　　芸北支所 山県郡北広島町細見161 0826－35－0144
　　　　〃　　　　　千代田支所 山県郡北広島町有田504 0826－72－4670
　　　　〃　　　　　豊平支所 山県郡北広島町戸谷1088－1 0826－83－0050
大崎上島町社会福祉協議会 豊田郡大崎上島町木江5－9 0846－62－1718
　　　　〃　　　　　東野支所 豊田郡大崎上島町東野6625－1 0846－65－2210
　　　　〃　　　　　大崎支所 豊田郡大崎上島町中野4098－7 0846－64－4178
世羅町社会福祉協議会 世羅郡世羅町西上原426－3 0847－22－3162
　　　　〃　　　　　世羅西支所 世羅郡世羅町小国3393 0847－37－1335
神石高原町社会福祉協議会 神石郡神石高原町小畠1748 0847－85－2330
　　　　〃　　　　　三和事務所 神石郡神石高原町小畠1748 0847－85－2330
　　　　〃　　　　　油木事務所 神石郡神石高原町油木1858 0847－82－0707
　　　　〃　　　　　神石事務所 神石郡神石高原町福永1609－1 0847－87－0125
　　　　〃　　　　　豊松事務所 神石郡神石高原町下豊松866－1 0847－84－2259
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₅ ひとり親家庭のしおり

　ひとり親家庭に対する各種支援に関する情報を掲載したこの資料を，広島県のホーム
ページに掲載し，随時更新しています。

　【掲載内容】
　○困った時の相談は
　○手当・年金・医療費等の助成・福祉資金など
　○仕事のこと
　○こどものこと
　○すまい・くらしのこと
　○心のこと
　○地域にある母子会

　○県内の主な相談機関
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広島県のひとり親家庭の
自立支援の推進

「広島県ひとり親家庭等自立促進計画」の
３次改定について

平成27年３月

広　　島　　県


