
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
岐阜県（令和４年 3月版） 
 子どもの貧困対策アクションプラン 
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はじめに 

 

 

 

 

 

 

これまで本県では、「子どもを安心して生み育てることができる岐阜県づくり」を目指し、令

和 2 年 3 月に「岐阜県子どもの貧困対策アクションプラン」を策定し、県民、民間団体、市町

村、県というオール岐阜県で取り組んできました。 

  

今回、そのアクションプランの一部を「手引き」にまとめました。 

子どもは社会の希望であり、未来をつくる無限の可能性を秘めています。その可能性が生ま

れ育った環境によって左右されることのないよう、様々な施策を進めてきました。しかし、コ

ロナ禍において、「支援制度情報」や「相談窓口」に保護者や子どもがたどりついていない現

状が明らかになりました。そこで、子ども支援に関わる人たちが、社会的孤立に陥り、困り感

を抱えている子どもや保護者に出会ったとき、次の支援に繋いでいくための一助になればとの

願いをもってまとめました。 

このしおりでは、支援のカテゴリー別に制度や取組みを一覧にしています。（情報は令和 3

年度のものです。）各市町村における具体的な取組みやその他の独自の取組みについては、右下

の QR コードから、県のホームページ「岐阜県子どもの貧困対策アクションプラン」で確認し

てください。さまざまな場面でご活用いただければ幸いです。 

 

「子ども支援の手引き」 の 見方 

生活保護世帯、生活困窮世帯、ひとり親家庭に限定される場合は、ここにマーク有 

制度の概要はこちら 

                          さらに詳しく知りたい場合はこちら 

取組み 概    要 連絡先 

生活保護 

生活困窮 

ひとり親 

 

 

            事前予約 所得制限あり 

 

事前予約が必要な場合、所得制限がある場合は、ここにマーク 

＊掲載している情報は、令和 3 年度のものです。 

 法律の改正等により、制度内容の変更や廃止、新しい制度や取組みが開始される場合があり

ます。利用方法や具体的な内容については、それぞれの連絡先までお問い合わせください。 

「子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右される 

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、

すべての子どもたちが夢や希望をもって成長できる岐阜県」 
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目      次 

 

１ 教育や学習、保育を支援します！ 

  

（１） 保育所や幼稚園の利用料等を援助してもらえますか？ 

（２） 学校生活や教育についての悩みを誰かに相談できますか？ 

（３） 学び直しに対する支援はありますか？ 

（４） 高等学校卒業後の進路について相談できますか？ 

大学や専門学校への就学を援助してもらえますか？ 

（５） 心配を抱えています。相談にのってもらえますか？ 

（６） 小学校、中学校、特別支援学校、高等学校への就学の援助はありますか？ 

（７） 地域で子どもの学習を助けてもらえますか？ 

 

２ 育児や毎日の生活を応援します！ 

 

（１） 生活保護世帯や生活困窮世帯、ひとり親家庭、里親のもとでの生活を助けてもらえますか？  

子どもに栄養バランスの良い食事を食べさせたいのですが…。 

（２） 就職するための支援はありますか？ 

（３） 住居について支援を受けることはできますか？ 

（４） 児童福祉施設に入所しています。自立するための援助はありますか？ 

（５） 子どもの生活を支援するための制度を知りたいのですが…。 

 

３ 子どもを養育している方を支援します！ 

 

（１） 妊娠、出産期、乳幼児期にどのような支援を受けられますか？ 

（２） 子どもを預かったり、子どもを見守り一緒に過ごしてもらえたりするところはありますか？ 

（３） ひとり親家庭の就職をサポートしてもらえますか？ 

（４） 生活困窮世帯の就職をサポートしてもらえますか？ 

（５） 子どもを育てるための手当てをもらうことはできますか？ 

 

４ 地域の理解を広め、応援団を増やします！ 

 

５ 相談窓口の一覧 
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１ 教育や学習、保育を支援します！ 

（１） 保育所や幼稚園の利用料等を援助してもらえますか？ 

  ＊子ども・子育て支援新制度における保育所等の利用料は、世帯の状況等に応じて、 お住まいの 

市町村で金額が定められています。 

取組み 概   要 連絡先 

幼児教育・保育の無

償化 

3歳から5歳までの子どもや０歳から2歳までの住

民税非課税世帯の子どもについて保育所、幼稚園、

認定こども園などの利用料が無償化されます。 

お住まいの市町村 

第３子以降保育料・

副食費の無償化 

18歳までの児童を3人以上扶養する世帯について、

第３子以降の3歳児以上の副食費および3歳未満児

の保育料を無償化します。 

（実施していない市町村もあります） 

お住まいの市町村 

生活困窮 

私立幼稚園における

副食費の無償化 

私立幼稚園に通う低所得世帯、第 3 子以降のいる世

帯の副食費の負担を無償化します。 

（実施していない市町村もあります） 

お住まいの市町村 

 

（２） 家庭や学校生活についての悩みを誰かに相談できますか？ 

取組み 概   要 連絡先 

スクールソーシャル

ワーカーへの相談 

家庭や学校生活などの悩みで、環境への働きかけが

必要な時は、スクールソーシャルワーカー（社会福

祉の専門家）に相談できます。 

※スクールソーシャルワーカーは、各教育事務所に

配置し、学校からの要請に応じて派遣しています。 

通っている学校 

お住まいの市町村教

育委員会 

スクールカウンセラ

ーへの相談 

家庭や学校生活などの悩みで、心のケアが必要な時

は、スクールカウンセラー（心理の専門家）に相談で

きます。 

※スクールカウンセラーは、公立の小学校、中学校、

高等学校、特別支援学校、総合教育センターに派遣

しています。 

 

通っている学校 

お住まいの市町村教

育委員会 

 

 

（３） 学び直しに対する支援はありますか？ 

取組み 概   要 連絡先 

私立高等学校等中途

退学者学び直し支援

補助金 

高等学校等を中途退学した人が再び高等学校等で学

び直す場合に、就学支援金支給期間経過後も継続し

て授業料が受けられます。 

県私学振興・青少年課 

公立高等学校等学び 中途退学し公立高等学校等に再入学した人が、就学 県教育委員会教育財
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直し支援金 支援金相当の支援が受けられます。 務課 

 

 

（４） 高等学校卒業後の進路について相談できますか？大学や公立高等学校等専攻科、専門

学校への就学を援助してもらえますか？  

取組み 概   要 連絡先 

公立高等学校等専攻

科修学支援金 

公立高等学校等専攻科の生徒に対して就学支援金

（授業料への支援金）相当の支援が受けられます。 
県教育財務課 

生活困窮 

看護学生の修学援助 

経済的に修学が難しいなどの要件に該当する看護学

生は、授業料等の全部または一部支援を受けられま

す。 

                 所得制限あり 

岐阜県立衛生専門学

校、岐阜県立多治見看

護専門学校、岐阜県立

下呂看護専門学校、岐

阜県立看護大学 

介護福祉士修学資金

等貸付制度 

経済的に修学が難しい介護福祉士等を目指す学生が

無利子で修学資金を借りられます。卒業後に介護福

祉士資格を取得し、県内の介護事業所で 5 年間従事

したときは全額返還免除となります。 

岐阜県社会福祉協議

会社会福祉人材総合

センター 

保育士修学資金等の

貸付 

経済的に修学が難しい保育学生の修学資金や潜在保

育士の就職時の準備金等を借りられます。卒業後、

県内の保育所で一定期間勤務した場合等に返還が免

除されます。 

岐阜県社会福祉協議

会 

県子育て支援課 

生活困窮 

県内の専門学校等に

おける修学支援 

低所得世帯等に対し、専門学校（★）において、授業

料の減免や免除の制度があります。 

★県立職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、

情報科学芸術大学院大学、岐阜県農業大学校、国際

園芸アカデミー、森林文化アカデミー 

所得制限あり 

通っている専門学校 

生活困窮 

日本学生機構の奨学

金事業（貸与・給付） 

経済的理由で修学が困難な優れた学生が、修学資金

の貸与または給付が受けられます。 

                 所得制限あり 

独立行政法人日本学

生支援機構奨学金相

談センター 

生活困窮 

大学の授業料等無償

化事業 

低所得世帯に対し授業料等が減免される制度があり

ます。 
各大学 

田口福寿会奨学金 

（ひとり親家庭等大

学生奨学金） 

岐阜県内の公立高等学校の卒業者で、国・公立大学

へ進学をする人のうち、ひとり親家庭等のため学費

の支弁が困難な学生が支援を受けられます。 

在学する高等学校 
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（５） 配慮を要する子どもへの支援 

取組み 概    要 連絡先 

児童養護施設入所児

童等進学支援 

児童養護施設等の入所児童や里親委託児童に対し、

学習塾等に通う機会の提供や学習塾や進学に要する

費用が補助されます。 

県子ども家庭課 

外国籍の子どもの就

学及び進学の支援 

義務教育の就学年齢を超えて高等学校進学などを目

指す外国籍の子どもに対して、日本語指導、教科指

導、受験準備等を行う補助校的な進学支援教室や、

進路に関する相談・支援等を行う民間団体に対して

費用が補助されます。 

県外国人活躍・共生社

会推進課 

田口福寿会夢奨学金 

児童養護施設等に入所中または退所した人で、国内

の大学等へ進学をする人のうち、保護者等からの経

済的支援が見込まれず学費の支弁が困難な学生は、

支援を受けられます。 

お住まいの市町村 

 

（６） 小学校、中学校、特別支援学校、高等学校への就学への援助はありますか？ 

取組み 概    要 連絡先 

生活保護 

生活保護（教育扶助） 

生活保護受給者に対し、小学校や中学校の教材代や

給食費などの援助があります。 

お住まいの町村を所

管する県福祉事務所

又はお住まいの市福

祉事務所 

小中学校、特別支援

学校の就学援助  

特別支援教育就学奨

励費 

小中学校の通常学級や特別支援学級、ならびに特別

支援学校へ就学する児童生徒の保護者に対し、学用

品、給食、修学旅行、校外活動費などの費用の一部

が、家庭の負担能力に応じて援助されます。 

所得制限あり 

お住まいの市町村の

教育委員会 

通っている学校 

生活保護 

生活保護進学準備給

付金 

生活保護受給者に対し、大学等への進学を支援する

ため、一時金が支給されます。 

お住まいの町村を所

管する県福祉事務所

又はお住まいの市福

祉事務所 

公立高等学校等就学

支援金 

公立高等学校における教育にかかる経済的負担の軽

減を図るため、授業料に充てる支援金を受けられま

す。 

県教育財務課 

私立高等学校等修学

支援補助 

意志ある私立高校生等が安心して教育を受けられる

よう、家庭の負担能力に応じて授業料が援助されま

す。 

県私学振興・青少年課 
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選奨生奨学金 

学業成績が優秀で心身が健全な高校生（★）が奨学

金を借りることができます。（無利子、返済必要）          

成績要件あり 

★高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学

校の高等部、専修学校の高等課程に在籍する生徒

が対象です。 

県教育財務課 

県私学振興・青少年課 

子育て支援奨学金 

第３子以降の高校生（★）は奨学金を借りることが

できます。        ＊無利子・返済必要 

★高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学

校の高等部、専修学校の高等課程 

  高等専門学校 

県教育財務課 

県私学振興・青少年課 

生活困窮 

生活福祉資金の貸付 
低所得者世帯に対し、生活資金の貸付があります。 

市町村社会福祉協議

会 

修学奨励金 

高等学校の定時制・通信制在学生は修学資金の支援

を受けられます。また、教科書や学習費の補助が受

けられます。 

県教育財務課 

県学校支援課 

田口育英金 

岐阜県内に在住し高校への進学・就学を望みながら、

主に経済的理由のために進学・就学が困難なひとり

親家庭等の高校生が支援を受けられます。 

お住まいの市町村 

 

（７） 地域で子どもの学習を助けてもらえますか？ 

取組み 概   要 連絡先 

生活困窮 

子どもの学習支援 

生活困窮世帯の子どもに対して学習支援を実施して

います。（実施の有無は市町村に確認してください） 

お住まいの市町村 

ひとり親 

子どもの学習支援 

ひとり親家庭の子どもに対して学習支援を実施して

います。（実施の有無は市町村に確認してください） 

地域学校協働活動推

進事業 

放課後の子どもたちの成長を支える「放課後子ども

教室」や学習機会を提供する「地域未来塾」などにお

いて、多様な学習や体験ができます。 

子どもの学習支援 

様々な困り感を抱えた子どもに対する学習支援を行

う子どもの居場所があります。無料、または低額で

子どもに寄り添った支援を実施しています。 
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２ 育児や毎日の生活を応援します！ 

（１） 生活保護世帯や生活困窮世帯、ひとり親家庭、里親のもとでの生活を助けてもらえま

すか？ 

取組み 概   要 連絡先 

生活困窮 

生活困窮者自立支援

事業 

生活困窮者の方は、自立に向けた相談支援や就労支

援を受けることができます。 

生活困窮者自立相談

支援窓口 

ひとり親 

ひとり親家庭等に対

する生活支援 

生活援助サービスが必要なひとり親家庭等の方は、

家庭生活支援員から支援を受けることができます。 

（実施していない市町村もあります） 

県子ども家庭課 

里親養育包括支援事

業 

里親に委託された子どもや家庭への訪問を、切れ目

なく実施するなどして支援します。 
県子ども家庭課 

ひとり親 

面会交流支援事業 

連絡を取り合うことが困難な状況にあるひとり親家

庭に対する面会交流を支援し、子どもの生活や精神

面の安定を図ります。同時に養育費の確実な支払い

を促します。           所得制限あり 

岐阜県ひとり親家庭

等就業・自立支援セン

ター 

 

（２） 就職するための支援はありますか？ 

取組み 概   要 連絡先 

生活困窮 

ひとり親 

高等学校卒業程度認

定試験合格支援 

生活困窮世帯・ひとり親家庭の親子に対し、高等学

校卒業程度認定試験合格のための講座受講費用を支

給し、学び直しを支援します。 

（実施していない市町村もあります） 

県子ども家庭課 

普通自動車運転免許

取得助成 

児童養護施設退所児童等が就職するにあたり、運転

免許を必要とする場合に、取得費用の一部の助成が

受けられます。 

県子ども家庭課 

きめ細かな就職支援 

職業的自立支援 

若年失業者、フリーター等個々の実情に応じたきめ

細かな就労支援（★）を受けられます。 

★キャリアカウンセリング、各種セミナー、就職相

談会、求人企業の開拓、合同企業説明会、就業体験 

県産業人材課 

（３） 住居について支援を受けることはできますか？ 

取組み 概   要 連絡先 

県営住宅への子育て

世帯等の優先入居 

中学校卒業前までの子どものいる世帯については、

優先的に県営住宅（★）に入居できる制度がありま

す。               所得制限あり 

★北方、尾崎、加野、荒崎、旭ヶ丘、赤保木 

県住宅課 

市営住宅、町営住宅に

ついてはお住まいの

市町村 
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生活困窮 

住居確保給付金 

離職等又は休業に伴う収入の減少で経済的に困り、

住まいを失った（失いそうな）方に、住まいを確保し

就職できるよう、期限付きで住居確保給付金が支給

されます。       所得制限・資産要件あり 

生活困窮者自立相談

支援窓口 

新たな住宅セーフテ

ィネット制度 

子育て世帯、ひとり親家庭、高齢者、障がい者、生活

困窮者等の入居を拒まない賃貸住宅について、情報

を公開しています。 

県住宅課 

現年度分利子補給金

（個人住宅建設資金

助成費「こそだてゆ

うゆう住宅」） 

２人以上の子どもがいる子育て世帯や、子どもが１

人以上でかつ３世代同居・近居する世帯を対象に、

住宅の取得にかかる民間住宅ローンに対する利子を

補給します。 

リフォームローン利

子補給金 

県外からの移住世帯、多子世帯（3 人以上）、新婚世

帯等が空き家を購入、改修を行うための民間住宅ロ

ーンに対する利子を補給します。 

 

（４） 児童養護施設に入居しています。自立するための援助はありますか？ 

取組み 概   要 連絡先 

児童福祉施設退所者

等の自立支援 

児童福祉施設を退所した子ども等は、地域で就労し、

生活していく際に困ったことがあれば相談できま

す。 

県子ども家庭課 

児童養護施設 

児童福祉施設退所者

等アフターケア事業 

児童養護施設を退所した子ども等が安定した自立生

活を送れるよう、施設入所中からの相談支援、退所

後の生活・就労支援（★）、居場所提供等のアフター

ケアを受けることができます。 

★「ぎふ職親プロジェクト」…住み込み型等で雇用

する企業集団のネットワーク構築 

 

 

 

 

県子ども家庭課 

 

 

 

 

児童養護施設退所者

等自立支援資金貸付

事業 

児童養護施設を退所した子ども等が自立するため

に、生活資金の貸付を受けることができます。 

児童保護措置費 
児童養護施設等を退所する児童で、就職や大学進学

をする児童が支度費の支給が受けられます。 
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（５） 子どもの生活を支援するための制度 

取組み 概   要 連絡先 

児童家庭センター 

県内５カ所（★）の児童家庭センターが、地域におけ

る民間の児童相談・指導窓口となっています。 

★子ども家庭支援センターはこぶね（岐阜市） 

 大野子ども家庭支援センターこころ（大野町） 

 子ども家庭支援センターとも（関市） 

 児童家庭支援センター麦の穂（中津川市） 

 ひだ子ども家庭支援センターぱすてる（高山市） 

各児童家庭センター 

ひとり親 

就業や養育費の相談 

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の就

業や養育費に関する相談から就業情報の提供に至る

まで、一貫した支援を受けることができます。 

岐阜県ひとり親家庭

等就業・自立支援セン

ター 

子ども食堂・子ども

宅食 

地域にある居場所や「子ども食堂」を無料または低

額で利用することができます。また、「こども宅食」

を実施しているところもあります。事前申し込みが

必要な場合があります。 

お住まいの市町村 
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３ 子どもを養育している方を支援します！ 

（１） 妊娠、出産期、乳幼児期にどのような支援を受けられますか？ 

取組み 概    要 連絡先 

産前・産後母子支援

事業 
妊娠、出産に悩む妊婦さんが相談することができます。 お住まいの市町村 

出産祝い金 
出産した際に、市町村から祝い金を受け取ることがで

きます。（市町村により実施状況が違います。） 
お住まいの市町村 

乳児家庭全戸訪問事

業 

保健師等が、生後 4 か月までに乳児がいる全家庭を訪

問します。子育ての情報を聞いたり、育て方の相談を

したりできます。 

お住まいの市町村 

新生児聴覚スクリー

ニング 

新生児に対して、聴覚スクリーニング検査を実施して

います。費用の一部が助成されます。 
お住まいの市町村 

養育支援訪問事業 

養育を支援することが特に必要な家庭を保健師等が訪

問し、養育の指導やアドバイスを行います。 

（実施していない市町村もあります） 

お住まいの市町村 

子育て世帯包括支援

センター 

市町村において、妊産婦や乳幼児等の切れ目ない相談

をすることができます。 
お住まいの市町村 

DV 相談、DV 被害者

の保護・支援 

DV に関する相談ができます。被害にあった場合の早

期支援につなげます。 

お住まいの市町村 

福祉事務所 

 

 

（２） 子どもを預かったり、子どもを見守り一緒に過ごしてもらえたりするところはありま

すか？ 

取組み 概    要 連絡先 

保育所 

認定こども園 

放課後児童クラブ 

昼間、仕事などで保護者が家にいない子ども（★）は、

保育所や認定こども園、地域型保育事業所、放課後児

童クラブに入れます。 

★保育所と認定こども園、地域型保育事業所は未就学

の子ども、放課後児童クラブは小学生が対象です。 

お住まいの市町村 

第２子以降の放課後

児童クラブの利用料

の減免 

放課後児童クラブを 2 人以上利用している世帯の２

人目以降の児童に係る利用料が減免されることがあり

ます。 

お住まいの市町村 

ひとり親 

父母子家庭等に対す

る医療費助成 

父母子家庭等の 18 歳未満の児童とその親の医療費が

助成されることがあります。    所得制限あり 
お住まいの市町村 

病児・病後児保育 病気の治療中や回復期の子どもを家庭で見られない場 お住まいの市町村 
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多子世帯の病児・病

後児保育料の無償化 

合、一時的に子どもを預かってもらえます。 

また、3 人以上子どもがいる多子世帯が病児・病後保

育を利用する場合、保育料が無料になることがありま

す。 

子育て短期支援事業 

保護者の疾病、疲労などによる身体的・精神的負担を

軽減する必要がある場合や仕事等の理由により、一時

的または数日間の養育支援等のニーズが生じた際に、

児童養護施設等で一時的に児童を保護するショートス

テイ事業やトワイライト事業を実施しているところが

あります。 

お住まいの市町村 

ファミリー・サポー

ト・センター 

子どもを預けたい人など子育て支援を受けたい人と、

子育て応援をしたい人が事前に登録し、会員同士が地

域において相互に援助する活動を実施しているところ

があります。（33 市町で実施）      事前予約 

お住まい市町村 

 

（３） ひとり親家庭の就職をサポートしてもらえますか？ 

取組み 概    要 費用 

ひとり親 

自立支援教育訓練給

付金事業 

ひとり親家庭の父母が技術を身に付けるために指定教

育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の 6 割（限

度額あり）が支給されます。 お住まいの市 

又は県事務所等 ひとり親 

高等職業訓練促進給

付金事業 

ひとり親家庭の父母が看護師や介護福祉士、保育士な

どの資格を取るため、養成機関で 1 年以上受講してい

る間や修了時に、給付金が支給されます。 

ひとり親 

ひとり親家庭高等職

業訓練促進資金貸付

制度 

ひとり親家庭の父母が高等職業訓練促進給付金を活用

して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目

指すとき、入学準備金・就職準備金の貸付を受けるこ

とができます。県内で 5 年間その職に従事した場合

は、返還免除となります。 

岐阜県社会福祉協議

会 

ひとり親 

ひとり親家庭等を対

象にした情報交換会 

ひとり親が抱える悩みを当事者同士で共有し相談し合

うことで、交流や情報交換を図る「ひとり親カフェ」

を実施します。 

岐阜県ひとり親家庭

等就業・自立支援セ

ンター 

ひとり親 

母子・父子家庭の父

母の職業訓練中の生

活保障 

母子・父子家庭の父母の職業訓練受講期間中の生活保

障となる訓練手当の支給を受けることができます。 
県労働雇用課 
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（４） 生活困窮世帯の就職をサポートしてもらえますか？ 

取組み 概    要 連絡先 

生活困窮 

就労準備支援事業 

複合的な課題を抱え、一般就労が困難な方に日常生活・

社会生活の自立、就労意欲の喚起など、一般就労に向

けた準備としての基礎能力形成等の支援を行います。 

（実施していない市もあります） 

生活困窮者自立相談

支援窓口 

生活保護 

生活保護受給者に対

する就労支援 

一般就労に向けて必要な情報の提供や助言を受けるこ

とができます。安定した職業に就き、生活保護を脱却

した場合には就労自立給付金が支給されます。 

お住まいの町村を所

管する県福祉事務所

又はお住まいの市福

祉事務所 

 

（５） 子どもを育てるための手当てをもらうことはできますか？ 

取組み 概    要 連絡先 

児童手当 

中学校修了前までの児童を養育している方に支給され

ます。支給を受けるには申請手続きが必要です。 

所得制限あり 

お住まいの市町村 

ひとり親 

児童扶養手当 

ひとり親家庭（又はそれに準ずる状態）で原則 18 歳

未満の児童を育てている方に、児童扶養手当が支給さ

れます。             所得制限あり 

お住まいの市町村 

母子父子寡婦福祉資

金貸付制度 

ひとり親家庭が自立し、子どもが健やかに育つために、

修学資金をはじめとした 12 種類の資金について貸付

が受けられます。 

岐阜市 

県子ども家庭課 

養育費相談事業 養育費の取り決め等に悩んでいる方は相談できます。 

岐阜県ひとり親家庭

等就業・自立支援セ

ンター 

ぎふっこカード・ぎ

ふっこカードプラス 

「ぎふっこカード」「ぎふっこカードプラス」を提示す

ると、県内の店舗での買い物や施設を利用する際に、

割引やポイント加算の特典や、授乳室、キッズコーナ

ーの利用などのサービスが受けられます。 

お住まいの市町村 

県子育て支援課 
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４ 地域の理解を広め、応援団を増やします！ 

 

取組み 概    要 連絡先 

子どもの居場所づく

りアドバイザーの派

遣 

子どもの居場所等の立ち上げに関する相談や運営に関

する課題などについて、運営者やスタッフが適切な助

言を求められる体制を整備し、子どもたちにとって居

心地の良い居場所を増やしていきます。 

県子ども家庭課 

学習支援ボランティ

アの募集及びマッチ

ング 

学習支援を行うボランティアを子どもの居場所に派遣

し、居場所で過ごす子どもたちを支援します。 
県子ども家庭課 

子ども支援ネットワ

ーク形成研修事業 

子ども支援に関わる人、関心のある人を対象にセミナ

ーを実施し、子どもの居場所とつながり続けることの

大切さを学び合い、関係者間の連携を強化します。 

県子ども家庭課 

子どもの居場所通信

(メール配信)による

情報発信 

県内の子どもの居場所（学習支援教室、子ども食堂等）

に対して必要な情報や参考になる情報を「子どもの居

場所通信」としてメール配信し、居場所活動を応援し

ています。 

県子ども家庭課 
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５ 相談窓口の一覧 

 

名    称 住    所 連絡先 

環境生活部 私学振興・青少年課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-271-1111 

内線 4978 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11151/ 

環境生活部 環境生活政策課 〃 058-272-8752 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11260/ 

健康福祉部子ども・女性局 子ども家庭課 〃 058-272-8395 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11217/ 

健康福祉部子ども・女性局 子育て支援課 〃 058-272-8336 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11236/ 

健康福祉部 地域福祉課 〃 058-272-1111 

内線 2647 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11219/ 

健康福祉部 保健医療課 〃 058-272-1111 

内線 2552 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11223/ 

健康福祉部 医療福祉連携推進課 〃 058-272-8879 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11230/ 

健康福祉部 国民健康保険課 〃 058-272-1111 

内線 2646 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11218/ 

教育委員会 教育財務課 〃 058-272-1111 

内線 3583 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/17773/ 

教育委員会 学校支援課 〃 058-272-1111 

内線 3678 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/17782/ 

教育委員会 特別支援教育課 〃 058-272-8751 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/17783/ 

教育委員会 体育健康課 〃 058-272-1111 

内線 3592 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/17769/ 

教育委員会 学校安全課  岐阜市薮田南 5-9-1 058-271-3328 

内線 800-37 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/17770/ 

清流の国推進部 外国人活躍・共生社会推進課 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-1483 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11176/ 

商工労働部 産業人材課 〃 058-272-8406 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11369/ 

商工労働部 労働雇用課 〃 058-272-1111 

内線 3133 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11367/ 
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都市建築部 住宅課 〃 058-272-1111 

内線 3629 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11659/ 

農政部 農産物流通課 〃 058-272-1111 

内線 2855 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11444/ 

岐阜県社会福祉協議会 岐阜市下奈良 2-1-1 

058-201-2261 
https://www.winc.or.jp/ 

岐阜県福祉人材総合支援センター 〃 

https://www.winc.or.jp/contents/job/ 

 

市町村（担当課・住所・代表番号） 

市町村 担当課 住所 電話 

岐阜市 子ども政策課 岐阜市司町 40-1 058-265-4141 

https://www.city.gifu.lg.jp/info/soshiki/1010499/1010500.html 

子ども支援課 〃 〃 

https://www.city.gifu.lg.jp/info/soshiki/1010499/1010501.html 

生活福祉二課 〃 〃 

https://www.city.gifu.lg.jp/info/soshiki/1010489/1010493.html 

大垣市 子育て支援課 大垣市丸の内 2-29 0584-81-4111 

https://www.city.ogaki.lg.jp/soshiki/19-1-0-0-0_3.html 

高山市 子育て支援課 高山市花岡町 2-18 0577-32-3333 

https://www.city.takayama.lg.jp/soshiki/1001841/1001843.html 

多治見市 子ども支援課 多治見市音羽町 1-233 0572-22-1111 

https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/kakuka/kodomoshien.html 

関市 子ども家庭課 関市若草通 3-1 0575-22-3131 

https://www.city.seki.lg.jp/soshiki/11-1-0-0-0_1.html 

中津川市 子ども家庭課 中津川市かやの木町 2-1 0573-66-1111 

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomokateika/2364.html 

美濃市 福祉子ども課 美濃市 1350 0575-33-1122 

http://www.city.mino.gifu.jp/folders/32 

瑞浪市 子育て支援課 瑞浪市上平町 1-1 0572-68-2111 

https://www.city.mizunami.lg.jp/kosodate/kosodateshien/index.html 

羽島市 子育て・健幸課 羽島市竹鼻町 55 058-392-1111 

https://www.city.hashima.lg.jp/soshiki/4-5-0-0-0_30.html 

恵那市 子育て支援課 恵那市長島町正家 1-1-1 0573-26-2111 

https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/iryofukushibu/kosodateshienka/index.html 
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美濃加茂市 福祉課 美濃加茂市太田町 3431-1 0574-25-2111 

https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/section/section.cfm?code=12 

こども課 〃 〃 

https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/section/section.cfm?code=13 

土岐市 子育て支援課 土岐市土岐津町土岐口 2101 0572-54-1111 

https://www.city.toki.lg.jp/shisei/soshiki/kenkofukushi/kosodateshien/ 

各務原市 子ども家庭支援課 各務原市那加桜町 1-69 058-383-1111 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/soshiki/1006482/1006487.html 

可児市 子育て支援課 可児市下恵土 5076 可児市子育て健康プラザmano 0574-62-1111 

https://www.city.kani.lg.jp/12591.htm 

こども課 〃 〃 

https://www.city.kani.lg.jp/12606.htm 

福祉支援課  可児市広見 1-1 0574-62-1111 

https://www.city.kani.lg.jp/2886.htm 

山県市 子育て支援課 山県市高木 1000-1 0581-22-2111 

https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/kosodate/ 

生涯学習課 〃 〃 

https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/shogai/ 

瑞穂市 子ども支援課 瑞穂市別府 1288 058-327-4111 

https://www.city.mizuho.lg.jp/11492.htm 

福祉生活課 〃 〃 

https://www.city.mizuho.lg.jp/1297.htm 

飛騨市 子育て応援課 飛騨市古川町若宮 2-1-60 0577-73-2111 

https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/10/ 

地域包括ケア課 〃 〃 

https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/12/ 

本巣市 福祉敬愛課 本巣市下真桑 1000 058-323-1141 

https://www.city.motosu.lg.jp/soshiki/7-3-1-0-0_18.html 

幼児教育課 〃 〃 

https://www.city.motosu.lg.jp/soshiki/7-4-3-0-0_2.html 

郡上市 児童家庭課 郡上市八幡町島谷 228 0575-67-1121 

https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/div_jidou_katei.html 

下呂市 児童福祉課 下呂市萩原町萩原 1166-8 0576-24-2222 

https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/12/ 

海津市 社会福祉課 海津市海津町高須 515 0584-53-1111 
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https://www.city.kaizu.lg.jp/soshiki/5-1-0-0-0_33.html 

岐南町 健康推進課 羽島郡岐南町八剣 7-107 058-247-1331 

https://www.town.ginan.lg.jp/1070.htm 

福祉課   

https://www.town.ginan.lg.jp/1068.htm 

笠松町 福祉子ども課 羽島郡笠松町司町 1 058-388-1111 

https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/organization_list/fukushikodomo/ 

養老町 子ども課 養老郡養老町高田 798 0584-32-1100 

https://www.town.yoro.gifu.jp/soshiki/kodomo/ 

生涯学習課 〃 〃 

https://www.town.yoro.gifu.jp/soshiki/syougaigakusyu/ 

垂井町 子育て推進課 不破郡垂井町宮代 2957-11 0584-22-1151 

http://www.town.tarui.lg.jp/soshiki/kosodateshien/ 

関ヶ原町 住民課 不破郡関ケ原町大字関ケ原 894-58 0584-43-1111 

http://www.town.sekigahara.gifu.jp/2533.htm 

神戸町 子ども家庭課 安八郡神戸町大字神戸 1111 0584-27-3111 

https://www.town.godo.gifu.jp/life/koso/koso04.html 

輪之内町 福祉課 安八郡輪之内町四郷 2530-1 0584-69-3111 

https://town.wanouchi.gifu.jp/department_cat/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%AA%B2/ 

安八町 福祉課 安八郡安八町氷取 161 0584-64-3111 

http://www.town.anpachi.gifu.jp/category/kurasi/kenkouhukusi/j-hukusi/ 

揖斐川町 子育て支援課 揖斐郡揖斐川町三輪 133 0585-22-2111 

https://www.town.ibigawa.lg.jp/soshiki/2-5-0-0-0_14.html 

大野町 子育て支援課 揖斐郡大野町大字大野 80 0585-34-1111 

https://www.town-ono.jp/soshiki/7-6-0-0-0_1.html 

池田町 健康福祉課 揖斐郡池田町六之井 1468-1 0585-45-3111 

https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/soshiki/3-3-0-0-0_1.html 

北方町 福祉子ども課 本巣郡北方町長谷川 1-1 058-323-1111 

http://www.town.kitagata.gifu.jp/third/living/Child_welfare.html 

坂祝町 こども課 加茂郡坂祝町取組 46-18 0574-26-7111 

https://www.town.sakahogi.gifu.jp/diary/?cat=6 

富加町 福祉保健課 加茂郡富加町滝田 1511 0574-54-2111 

https://www.town.tomika.gifu.jp/chosei/shisaku/fukushi/ 

川辺町 健康福祉課 加茂郡川辺町中川辺 1518-4 0574-53-2511 

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=827&sosiki=fukushi 
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教育支援課 〃 〃 

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=827&sosiki=kyoiku 

住民課 〃 〃 

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=827&sosiki=jyumin 

七宗町 住民課 加茂郡七宗町上麻生 2442-3 0574-48-1111 

https://www.hichiso.jp/category/fpage/pzumin/ 

八百津町 健康福祉課 加茂郡八百津町八百津 3827-1 0574-43-2111 

https://www.town.yaotsu.lg.jp/1081.htm 

白川町 保健福祉課 加茂郡白川町河岐 1645-1 0574-72-1311 

http://www.town.shirakawa.lg.jp/organization_info/?sosiki=sh_hukushi 

教育課 〃 〃 

http://www.town.shirakawa.lg.jp/organization_info/?sosiki=sh_kosodate 

東白川村 保健福祉課 加茂郡東白川村神土 692-2 0574-78-3111 

https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/sonsei/shoukai/soshiki/#health_and_welfare 

教育委員会 〃 〃 

https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/sonsei/iinkai/kyouiku/ 

御嵩町 福祉課 可児郡御嵩町御嵩 1239-1 0574-67-2111 

https://www.town.mitake.lg.jp/department_cat/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%AA%B2/ 

白川村 村民課 大野郡白川村鳩谷 517 05769-6-1311 

http://shirakawa-go.org/mura/soshiki/3997/#sonmin 

 

福祉事務所（住所・代表番号・担当市町村） 

名称 住所 電話 管轄 

岐阜地域福祉事務所 岐阜市薮田南 5-14-53 

 

058-272-1929 羽島市・各務原市・山県市・

瑞穂市・本巣市・岐南町・笠

松町・北方町 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/22801/ 

西濃県事務所 大垣市江崎町 422-3 

 

0584-73-1111 大垣市・海津市・養老町・垂

井町・関ヶ原町・神戸町・安

八町・輪之内町 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/20502/ 

揖斐県事務所 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 0585-23-1111 揖斐川町・大野町・池田町 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/20503/ 

可茂県事務所 美濃加茂市古井町下古井

2610-1 

0574-25-3111 美濃加茂市・可児市・坂祝

町・富加町・川辺町・七宗
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 町・八百津町・白川町・東白

川村・御嵩町 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/20504/ 

中濃県事務所 美濃市生櫛 1612-2 0575-33-4011 関市・美濃市・郡上市 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/20505/ 

東濃県事務所 多治見市上野町 5-68-1 0572-23-1111 多治見市・瑞浪市・土岐市 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/20507/ 

恵那県事務所 恵那市長島町正家後田 1067-71 0573-26-1111 中津川市・恵那市 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/20508/ 

飛騨県事務所 高山市上岡本町 7-468 0577-33-1111 高山市・飛騨市・下呂市・白川村 

https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/20509/ 

 

生活困窮者自立相談支援窓口  ＜受付対応：平日８:３０～１７:１５＞ 

■ 町村にお住まいの方 

名    称 住    所 連絡先 対象地域 

社会福祉法人 

岐阜県社会福祉協議

会 

岐阜市下奈良 2-2-1  

岐阜県福祉農業会館内 

058-268-6187 

0800-200-2536 
岐南町、笠松町、北方町 

大垣市江崎町 422-3 

西濃総合庁舎内 

0584-83-2011 

0800-200-2532 

養老町、垂井町、関ヶ原

町、輪之内町、神戸町、安

八町 

揖斐郡揖斐川町上南方1-1 

揖斐総合庁舎内 

0585-21-1811 

0800-200-2537 
揖斐川町、大野町、池田町 

美濃加茂市古井町下古井

2610-1 

可茂総合庁舎内 

0574-24-3115 

0800-200-2538 

坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、

八百津町、白川町、東白川村、御

嵩町、白川村 

■ 市にお住まいの方 

名    称 住    所 連絡先 

岐阜市生活・就労サポートセンター 岐阜市司町 40-1 岐阜市役所 058-265-3777 

大垣市社会福祉協議会 大垣市馬場町 124 総合福祉会館 0584-75-0014 

高山市社会福祉協議会 高山市花岡町 2-18 0577-35-3002 

多治見市社会福祉協議会 
多治見市太平町 2-39-1 

多治見市総合福祉センター２階 
0572-24-3502 

関市くらし・まるごと支援センター 関市若草通 3-1 0575-23-5444 

中津川市社会福祉協議会 
中津川市かやの木町 2-5 

中津川市健康福祉会館１階 

0573-66-1111 

（内線 643） 
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美濃市社会福祉協議会 美濃市 1350 
0575-33-1122 

（内線 145） 

瑞浪市社会福祉協議会 瑞浪市樽上町 1-77 0572-68-4148 

羽島市福祉課 羽島市竹鼻町 55 
058-392-1111 

（内線 2513） 

恵那市社会福祉協議会 恵那市大井町 727-1１ 0573-26-5221 

美濃加茂市心と暮らしの相談窓口 美濃加茂市大田町 3431-1 
0574-25-2111 

（内線 341） 

生活・就労サポート土岐 土岐市土岐津町土岐口 2101 
0572-54-1111 

（内線 227） 

各務原市社会福祉協議会  
各務原市那加桜町 2-163 

総合福祉会館 

058-383-7610 

0120-198-365 

可児市社会福祉協議会 可児市今渡 682-1 0574-61-2525 

山県市福祉課 山県市高木 1000-1 0581-22-6837 

瑞穂市社会福祉協議会 瑞穂市別府 1283 058-327-8610 

飛騨市地域包括ケア課 飛騨市古川町若宮 2-1-60 0577-73-6233 

本巣市社会福祉協議会 
本巣市上保 1261-4 

糸貫ぬくもりの里 
058-320-0531 

郡上市社会福祉協議会 郡上市大和町徳永 585 0575-88-9988 

下呂市社会福祉協議会 
下呂市森 883-1 

下呂福祉会館３階 
0576-23-0783 

海津市くらしサポートセンター 海津市海津町高須 515 
0584-52-1710 

0120-108-022 

 

 

その他 

名    称 住    所 連絡先 

岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支

援センター 

岐阜市薮田 5-14-53 

OKB ふれあい会館第２棟９階 
058-268-2569 

岐阜県男女共同参画・女性の活躍支

援センター 

岐阜市薮田 5-14-53 

OKB ふれあい会館第２棟９階 
058-214-6431 

児童相談所相談専門ダイヤル  
0120-189-783（いち

はやく・おなやみを） 

岐阜県子ども・家庭電話相談室 
平日（月～金）8:45～21:00 

土曜日    8:45～17:00 

058-213-8080 

0120-76-1152 
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岐阜県女性相談センター 

（電話）毎日 9:00～24:00 

※平日 18:00～24:00 及び土・

日・祝は DV 相談のみ 

（面談）平日 9:00～17:00 

※事前予約制 

058-213-3131 

DV 相談ナビ/DV 相談プラス  
#8008 

0120-279-889 

ぎふ性暴力被害者支援センター 

（電話）24 時間・365 日 

（面談）平日 10:00～16:00 

※事前予約制 

その他、メール、 

LINE 相談可 

058-215-8349 

こころのサポート相談 

「ほっと♡ぎふ」 

（開設日）毎週日曜日 

（相談時間）各日 22 時～翌 3 時 

※最終受付 2:30 

 

公式ラインアカウント 

こころのサポート相談 

「ほっとぎふ」 

よりそいホットライン  0120-279-338 

岐阜県精神保健福祉センター 

岐阜市鷺山向井 2563-18 

岐阜県障がい者総合相談センター内 

平日（月～金）9:00～17:00 

058-231-9724 

 

ハローワーク 

名    称 住    所 連絡先 

ハローワーク岐阜 
岐阜市五坪 1-9-1 

岐阜労働総合庁舎内 
058-247-3211 

ハローワーク大垣 大垣市藤江町 1-1-8 0584-73-8609 

ハローワーク揖斐 揖斐郡揖斐川町極楽寺字村前 95-1 0585-22-0149 

ハローワーク多治見 
多治見市音羽町 5-39-1 

多治見労働総合庁舎内 
0572-22-3381 

ハローワークプラザ可児 
可児市広見 1-5 

可児市総合会館１階 
0574-60-5585 

ハローワーク高山 高山市上岡本町 7-478 0577-32-1144 

ハローワーク恵那 
恵那市長島町正家 

恵那合同庁舎１階 
0573-26-1341 

ハローワーク関 関市西本郷通 4-6-10 0575-22-3223 
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ハローワーク郡上八幡 
郡上市八幡町有坂 1209-2 

郡上八幡地方合同庁舎内 
0575-65-3108 

ハローワーク美濃加茂 美濃加茂市深田町 1-206-9 0574-25-2178 

ハローワーク中津川 
中津川市かやの木町 4-3 

中津川合同庁舎１階 
0573-66-1337 

シティハローワーク各務原 
各務原市那加東亜町 106 

東亜町会館１階 
058-371-3335 

下呂地域職業相談室 

（ふるさとハローワーク下呂） 

下呂市萩原町萩原 1166-8 

星雲会館４階 
0576-52-1365 

ハローワーク岐阜 

薮田サテライト 

岐阜市薮田南 5-14-12 

岐阜県シンクタンク庁舎２階 
058-278-0525 

ハローワーク岐阜 

岐阜駅サテライト 

岐阜市橋本町 1-10-1 

アクティブ G２階 
058-214-6690 

はたらき支援ルーム 

（児童扶養手当受給者等対象） 
岐阜市司町 40-1 岐阜市役所 058-214-6157 

ワークプラザおおがき 大垣市丸の内 2-29 大垣市役所 6 階 0584-47-7571 

ワークサロンたかやま 高山市花岡町 2-18 高山市役所２階 0577-62-8486 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県健康福祉部 

子ども・女性局 子ども家庭課 

 

〒500-8570 岐阜市薮田南 2-1-1 

Tel 058-272-8395  Fax  058-278-2644 

Mail  c-11217@pref.lg.jp 

 

子どもの貧困対策アクションプラン 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26138.html 

表紙のイラスト：（一社）よりそいネットワークぎふ提供 

mailto:c-11217@pref.lg.jp

