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35ひとり親家庭への支援

(1)京都市ひとり親家庭支援センター
(愛称：ゆめあす)

相談員や弁護士が，生活の安定や就労，家庭
や子どものことについての相談に応じたり，パ
ソコン講習会を行うなど，ひとり親家庭や寡婦
の方の福祉の向上を図り，自立を支援するた
め，各種の事業に取り組んでいます。

●京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)
左京区下鴨北野々神町26
北山ふれあいセンター内
☎708-7750　　FAX 708-7833
URL　http://yumeasu.com
★開館時間　午前10時〜午後6時
★火曜，祝日，年末年始休み

(2)保健福祉センター
生活に困っている方の相談をはじめ，児童

や高齢者，障害のある人，ひとり親家庭など
あらゆる福祉の相談窓口として各区・支所に
設置されています。

　　子どもの関係では，生活に困っている方に
ついての相談(生活保護)，保育所等の入所や児
童手当，児童扶養手当，ひとり親家庭等医療
費支給制度，子ども医療費支給制度などにつ
いての相談にお応えします。

　　(関係機関等一覧｢区役所・支所子どもはぐく
み室一覧｣P64を参照してください。)
※生活保護については区役所･支所の生活福祉課

(3)区役所・支所保険年金課
国民健康保険や国民年金に関することにつ

いての相談にお応えします。
　　会社等の健康保険については協会けんぽ又

は健康保険組合等に，厚生年金については年
金事務所にご相談ください。

(4)京都府家庭支援総合センター
結婚，離婚や男女問題，家庭内の不和や生

活のことなど，女性が抱えるさまざまな問題
や悩みを婦人相談員がお聞きして，よりよい
解決を図るところです。
●京都府家庭支援総合センター

東山区清水四丁目185番地1
☎531-9910

1　　　相　　談　　窓　　口

第3章　ひとり親家庭への支援

　ひとり親家庭にあっては，子育てをしていくうえで，社会的・経済的・精神的に不安定な状態に置かれが
ちです。
　京都市では次のようなひとり親家庭に対する支援施策を行っています。

ゆめあすのLINEアカウントです。



36 ひとり親家庭への支援

第 

3 

章

第 

3 

章

37ひとり親家庭への支援

　ひとり親家庭や寡婦の方への支援を行っています。
　ひとり親家庭向けの施策についてまとめた｢ひとり親
家庭応援パンフレット｣も，各区役所・支所にあります。
(1)暮らしのこと
　①年金
　　ア　国民年金に加入していた配偶者が死亡したとき
　＜遺族基礎年金＞
　　　国民年金の加入者等が亡くなられたとき，その人に扶養され

ていた18歳到達年度の末日まで(障害のある児童の場合は20歳
未満)の子どものある配偶者，又は，18歳到達年度の末日まで
(障害のある児童の場合は20歳未満)の子どもに支給されます。

　　●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の保険年金課
　＜寡婦年金＞
　　　第1号被保険者として保険料を納めた期間が免除期間と合わせて

10年以上ある方が，年金を受け取らずに亡くなられたときに，婚
姻期間が10年以上の妻に対し，60〜65歳までの間支給されます。

　　●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の保険年金課
　　イ　厚生年金に加入していた配偶者が死亡したとき
　＜遺族厚生年金＞
　　　厚生年金の加入者等が亡くなられたとき，遺族に対して基礎

年金に上乗せして支給されます。ただし，遺族が子どものない
妻・夫，父母などの場合は，遺族厚生年金だけが支給されます。

　　＊各年金には支給要件が設けられていますの
で，次の問合せ機関へおたずねください。

　　●問合せ：ねんきんダイヤル☎0570-05-1165
　　　　　　　(050で始まる電話からは☎03-6700-1165)，
　　　　　　　各年金事務所，各共済組合等
　②手当
　　ア　ひとり親家庭の方
　＜児童扶養手当＞
　　　父母の離婚等により，父又は母と生計を同じくし

ていない児童の母又は父や，父又は母が身体等に障
害のある児童の母又は父，母又は父にかわってその
児童を養育している人に対し，手当を支給すること
により児童の心身の健やかな成長に寄与するなど，
児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

　　★手当の額(月額)
　　　児童1人目　全額支給　43,160円
　　　　　 　　　 一部支給　10,180〜43,150円
　　　児童2人目　5,100円〜10,190円(最大)
　　　児童3人目以降　3,060円〜6,110円(最大)
　　　＊所得が一定以上の場合は支給されません。
　　　＊児童1人目の一部支給額及び2人目以降

の加算額は所得に応じて決定されます。
　　★JR通勤定期の割引制度
　　　　児童扶養手当の支給を受けている世帯は，通

勤定期運賃が割引されます。手続にはお住まいの
区の区役所，支所が発行する証明書が必要です。

　　●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室
　　イ　保護者を交通事故で亡くされたご家族の方など

　＜交通遺児奨学金＞
　　　交通事故で保護者が死亡した子どもに支給される奨学金です。
　　★支給される額(年額)
　　　乳幼児　　11,000円
　　　小学生　　21,500円
　　　中学生　　43,000円
　　　高校生　　64,000円
　　　＊高校入学時に支度金(35,000円)の支給もあります。
　　●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の地域力推進室
　＜交通遺児新入学児童修学援助金＞
　　　交通事故で保護者が死亡した子どもが，小学校・

中学校に入学されるときに援助金を支給します。
　　★支給される額　46,000円
　　★申  込  時  期　例年4月〜5月上旬頃
　　●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の地域力推進室
　③貸付
　＜母子父子寡婦福祉資金＞
　　　母子家庭や父子家庭，寡婦の方の経済的自立を支援

し，あわせてその児童の福祉を推進するため，母等の就業
に必要な知識技能の習得や子どもの修学などに係る資金の
貸付を行っています。(所得制限及び審査があります｡）

　　●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室
　④生活保護
　　　病気や事故のために収入がなくなったり，働いても収入が

少なく一家の生計を維持できないとき，困っている家庭の状
況に応じて，健康で文化的な最低限度の生活ができるよう，
また，生活の向上が図っていけるよう援助する制度です。

　　　最低生活費の基準と世帯の収入を比較して，その不足分が
支給されます。

　　●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の生活福祉課
　⑤生活困窮者自立支援
　　　仕事探しが上手くいかない，生活課題があって仕事

に就けない方等に対して，専任の相談員が寄り添いな
がらお困りの状況の解決に向けてサポートします。

　　●問合せ：自立相談支援窓口☎075-251-2525
　⑥ひとり親世帯臨時特別給付金
　　　新型コロナウイルス感染症の影響により，子育てと仕事

を一人で担うひとり親世帯については，子育てに対する負
担の増加や収入の減少などにより，特に大きな困難が生じ
ていることから，収入等が児童扶養手当の対象となる水準
のひとり親世帯を支援するために給付金を支給します。(所
得制限等の支給要件があります。)

　　★支給される額
　　　基本給付　1世帯50,000円，
　　　　　　　　第2子以降1人につき30,000円加算
　　　追加給付　1世帯50,000円
　　★申請期限　令和3年2月28日(消印有効)
　　●問合せ：京都市ひとり親世帯臨時特別給付金専用窓口
　　　　　　 ☎222-4310
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(5)ウィングス京都
　　男女共同参画社会の実現を推進する活動を

応援するための施設です。相談室では日常生
活の中で女性が直面するさまざまな悩みや問
題についての相談のほか，生き方や夫婦の問
題，人間関係や職場のことで悩む男性のため
の相談を行っています。

　●ウィングス京都(京都市男女共同参画センター)
　　中京区東洞院通六角下る　　☎212-7830

(6)ハローワーク(公共職業安定所)
　①ハローワーク(公共職業安定所)
　　　求人情報の提供，職業紹介，仕事につい

ての相談，雇用保険などの業務を行ってい
ます。

　②福祉・就労支援コーナー
　　　区役所・支所の中に設置され，求人情報

の提供や職業相談・紹介を行っています。
　③マザーズハローワーク烏丸御池
　　子育てをしながら仕事を探している方のためのハローワークです。子ども

と一緒に相談ができます。担当制で予約をすればじっくり相談が可能です。
　●マザーズハローワーク烏丸御池
　　中京区烏丸通御池上る北西角 明治安田生命京都ビル1階　☎222-8609
　　業務取扱時間：平日　午前8時30分〜午後5時15分
　　　　　　　　　土曜，日曜，祝日，年末年始
　　　　　　　　　(12月29日〜1月3日)は休み。
(7)京都ジョブパーク　マザーズジョブカフェ
　　子育てしながら働きたい女性やひとり親の方の子育てと就業をワ

ンストップで支援するため，専任のカウンセラーによるきめ細やかな
カウンセリング，職業紹介，保育に関する相談，情報提供などを行い
ます。キッズルーム(要予約)もあるので落ち着いて相談が可能です。

　●京都ジョブパーク　マザーズジョブカフェ
　　南区東九条下殿田町70 京都テルサ東館2階　☎692-3445
　　月曜〜土曜日　午前9時〜午後5時
　　日曜，祝日，年末年始(12月29日〜1月3日)は休み。
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(2)住まいのこと
①ひとり親世帯公営住宅優先入居

特に住宅に困っているひとり親世帯(20歳未満の子どもと母又は
父)に対し，公営住宅に優先的に入居できるよう特別の配慮をしてい
る制度です。(所得が基準以上の場合は，入居対象となりません。)

　　　募集時期は，市民しんぶん又は府民だよりをご覧ください。
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室

②母子父子寡婦福祉資金
(住宅関係)

住宅の増改築や引越しの資金の貸付を行っ
ています。(所得制限及び審査があります｡）
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室

(3)医療のこと
①ひとり親家庭等医療費支給制度

母子家庭の母，父子家庭の父と児童又は両親のいな
い児童などが，医療機関を受診された際に，窓口で支
払われる医療費(健康保険の自己負担額)を助成します。

　　　(第1章4｢医療に関する支援｣(7)P11を参照してください。)
②国民健康保険

★保険料の減免
所得が一定基準以下の世帯，退職や倒産などに

より所得が大きく減少すると見込まれる世帯，火事
などの災害にあった世帯で，保険料の支払いが困難
なときに，保険料の減額・免除を行う制度です。

★医療費の一部負担金の減免
災害などの特別な事情により，病院への一部

負担金の支払いが困難で，収入等が一定の基準以
下になったときに，減額・免除を行う制度です。

●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の保険年金課
(4)子育てや日常生活のこと

①ひとり親家庭等
日常生活支援事業

ひとり親家庭や寡婦の方が，就職活動等の自立促進の
ために必要な事由や疾病や冠婚葬祭などの事由で一時的
に家事，育児にお困りの場合に，家庭生活支援員の派遣
等により日常生活の支援を行います。(未就学児又は小学
生を養育しているひとり親家庭については，定期的に生
活援助，保育サービスを利用できる場合があります。)
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室

②ファミリーネットワーク事業
　　　ひとり親家庭の子育て支援とひとり親同士の親睦を深めるた

めに，バーベキューやケーキ作りなどの行事を行っています。
●問合せ：京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)(P35参照)

③生活支援講習会事業
　　　日常生活や子育ての中で直面する諸問題を解決するた

めに生活支援講習会及び個別相談を実施しています。
●問合せ：京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)(P35参照)

(5)就業のこと
ひとり親家庭や寡婦の自立促進と生活安定を図る

ため，就労に必要な知識・技能・資格等を修得する
ことを支援する目的で次の事業を実施しています。

①パソコン講習会
就労に必要なパソコンの知識を基礎から習得す

る講習会を実施しています。募集時期は市民しん
ぶんやゆめあすのホームページをご覧ください。
●問合せ：京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)(P35参照)

②就職準備セミナー
　　　就職準備の一環として，様々なテーマの就職活動に

役立つセミナーを実施しています。募集時期は市民し
んぶんやゆめあすのホームページをご覧ください。
●問合せ：京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)(P35参照)

③自立支援教育訓練給付金事業
　　ひとり親家庭の親が，厚生労働大臣指定講座等を受講し，

修了した場合に，支払った入学金及び受講料の最大6割に相当
する額(上限20万円(専門資格を取得するための講座は上限80
万円(20万円×修学年数)，下限12,000円)を支給します。(所
得が一定以上の場合など支給対象にならない場合があります｡)
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室

④高等職業訓練促進給付金等事業
　　　ひとり親家庭の親が，1年以上のカリキュラムの受講

を必要とする看護師等の対象資格を取得するため，専門
学校等で修学している場合，修業期間中(原則上限3年)
に市民税非課税世帯で月額100,000円(修学の最終1年間
は140,000円)，市民税課税世帯で月額70,500円(修学
の最終1年間は110,500円)の訓練促進給付金，また修了
後に市民税非課税世帯で50,000円，市民税課税世帯で
25,000円の修了支援給付金を支給します。(所得が一定
以上の場合など，支給対象とならない場合があります｡)
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室

⑤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専門学校等に在

学し，就職に有利な資格の取得を目指すひとり親に対
し，高等職業訓練促進資金として，入学時に入学準備
金(50万円以内)，就職時に就職準備金(20万円以内)を
貸付します。返還金利子は，連帯保証人がいる場合は
無利子，いない場合は年1％，また次の①と②のすべ
ての要件を満たすと，返還金は免除されます。
①専門学校等を修了し，かつ資格取得した日から1年以内に就職
②京都府内等において，取得した資格が必要な業務に5年間従事
※5年間従事できなかった場合，資格取得できなかった

場合，専門学校等を修了できなかった場合は，それ
らの事由が発生した月の翌月から返還が必要です。

●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室
⑥ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験

　　合格支援事業
　　　ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の親に扶養されてい

る20歳未満の児童が，高卒認定試験合格のための講座を修
了したときに受講費用の4割に相当する額(上限10万円，下
限4千円)を，さらに合格したときに受講費用の2割に相当
する額，最大6割(上限15万円)を支給します。(所得が一定
以上の場合など支給対象にならない場合があります。)
●問合せ：お住まいの区の区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室

(6)母子生活支援施設
詳細についてはP53を参照してください。
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