
報道機関に依頼する事項に〇をつけてください 

 

①実施する事業の紹介   ②催事等の参加者募集    ③催事等の当日取材  

 

報道取材情報（沼津市）           令和元年６月 27 日（木）発表 

  名 称 等  沼津市子どもの貧困対策推進計画「子どもの貧困早期発見・早期対応 

リーフレット」の発行について 

実施日時  令和元年６月公表 

 

担  当  市民福祉部 こども家庭課   

        直通 ０５５－９３４－４８２７  内線 ２１６２ 

 

 

 

１ 内 容 

「子どもの貧困対策」を推進するため、様々な困難を抱える子供たちに早期に気づき、

早期支援につなげるためのツールとして、子どもの「困った」サインに気づくシートや、

支援機関連絡先一覧等を紹介したリーフレットを作成しました。 

   

２ 目的・理由 

  「子どもの貧困」はデリケートな問題であり、保護者や子どもは周囲の目を気にして自

分から支援を求められない場合が多く、社会的に孤立しやすい状況であります。 

子どもたちを救うためには、子どもたちの身近にいる方が、日頃から「困っていること

を聴ける」「困ったことを相談できる」信頼関係を築いておくことが重要です。 

このリーフレットは、市民一人ひとりが子どもたちの支援者となっていただき、困難を

抱える子どもを早期発見し、早期対応による確実な支援につなげてもらうことを目的とし

ています。 

 

３ 経緯・経過 

・「沼津市子どもの貧困対策推進計画」を平成 31 年 3 月に策定しています。 

・リーフレットは市のホームページに掲載しています。 

 

４ 影響・効果 

  市民の方に、普段の生活から「子どもの貧困」について関心を持ち、将来を担う子供た

ちの未来を一緒に見守り、みんなで応援していく社会を目指します。 

 

５ 特 徴 

  平成 30 年度までに、県内で「子どもの貧困対策計画」を策定している市町（政令指定都

市を除く）は３市（掛川市、沼津市、島田市）であり、市民等に向けた子どもの貧困に関

するリーフレット等を作成しているのは、掛川市（H30 年度発行）と、当市のみとなりま

す。 



 

 

沼津市は、平成 31 年 3 月に「沼津市子どもの貧困対策推進計画」を策定しました。 

「子どもの貧困」は、経済的理由だけでなく、様々な問題が複合的にからみ、子どもたちを苦

しめています。すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、夢と希望をもって健

やかに成長していける社会の実現を目指し、行政各部署・関係機関・地域等による連携協力によ

って子どもの貧困対策に取り組みます。 

このパンフレットは、すべての人が、普段の生活から「子どもの貧困」について関心を持ち、

市全体で子どもたちを見守る体制をつくり、「子どもの貧困」の早期発見・早期対応・早期支援

に繋げていただくよう作成しました。 
 

 

  
 

 将来を担う子どもたちの元気な笑顔は、本市の未来をつくる力・希望であり、

一番の宝です。子どもたちがこの沼津で、生まれ育った環境に左右されること

なく、平等に様々な将来の展望を描くことができるよう、また、愛され、安心し

て、心豊かに成長できるよう、その環境を整え守ることは、私たち大人世代の責

任です。 

しかし、子どもたちが感じている「不安」「困ったこと」「苦しいこと」「悲し

いこと」など、子どもたちが抱える様々な「困難」を、あなたひとりで解決する

ことは、あなたにとっても苦しく、とても難しいことだと思います。 

 

もし、子どもたちの笑顔が消えかけていることに気づいたら、目を背けず、勇

気を出して、市役所、社会福祉協議会、児童相談所、警察署など、支援機関に相

談してくれませんか。みんなで一緒に考えましょう。 

 
 

あなたが繋いでくれるその「声」が、子どもたちに 

希望を与える大きな一歩に繋がるかもしれません。 

みんなで一緒に子どもたちの未来を応援していきましょう。 

沼津市子どもの貧困対策推進計画「子どもの貧困早期発見・早期対応リーフレット」 

 

子どもたちの「困った」に気づいたら、 

まずは、連絡・相談してください 

あなたの声を、支援につなげます！ 

－１－ 



 

 

「貧困」というと、衣・食・住もままならず、飢えて住む家もない様子を想像する

かもしれません。このような目に見える貧困を「絶対的貧困」といいます。 

しかし、子どもの貧困を考える場合、表面には表れにくい、見えにくい貧困「相対

的貧困」についても考える必要があります。 

「相対的貧困」とは、一定の収入があり、衣・食・住に窮するまでには至らないも

のの、普通のこととしている生活ができない状態にあることをいいます。 

「貧困」は、お金だけでなく、心の「ゆとり」をも奪い、「配偶者暴力」、「虐待」、

「家庭の教育力・養育力の低下」「社会的孤立」など、様々な困難に連鎖していきま

す。 

その結果、子どもに必要な、予防接種などの

必要な医療や教育（習い事など）、レジャー・

旅行・季節のイベントなどの体験、また、保

護者以外の大人とのかかわり（経験）など、

子どもたちから様々な「モノ」や「コト」が

奪われている状況が生まれています。 

そのような状況を「子どもの貧困」と捉えて

います。 

「貧困」はデリケートな問題であり、保護者や子どもたちは、周囲の目を気にして、

自分から支援を求めない、表に出せない場合がおおく、社会的に孤立しやすい状況

にあります。 

  

子どもの貧困とはなんだろう？ 

「貧困」の連鎖を止めるためには、困難な状況に陥っている子どもを 

早期に気づき、早期支援につなげることが重要です。 

どうしたんだろう 

気になるな 

心配だな 

あの子 

困っているみたい 

助けてあげたい 

※地域、行政、福祉、教育機関、各相談機関等

との連携により問題解決に取り組みます。 

 

地 域 

民 間 医療・福祉 

教 育 

行 政 

教育の支援 
保護者の 

就労支援 

生活の支援 経済的支援 

「支援」へつなぐ 

「連絡・相談」 

※パンフレット P3「子どもの「困った」サインに気

づくシート」を参考にしてください。 

 

－２－ 

気づき 

支援の提供 

支援へのつなぎ方のイメージ 
～ 教えてください 連絡してください ～ 



 

 

● 衣服について 

□ 季節外れの服や、いつも同じ服を着ている 

□ 衣服が洗濯されていないようで清潔ではない 

□ 衣服が身体のサイズに合っていない 

● 子どもの表情・態度について 

□ 表情が暗く、無気力な感じがする 

□ ひとりで泣いている 

□ 落着きがなく、乱暴な態度をとる 

□ 家の話をしたがらない 

□ 誰かれなく大人に甘え、警戒心が薄い 

□ 親や大人の顔色をうかがったり、親を避けようとする 

● 子どもの生活習慣や、学校生活について 

□ 夜遅くまで、子どもだけで家の外で遊んでいる 

□ 登園・登校時間がバラバラな様子 

□ 園や学校の持ち物が揃わない、忘れ物が多い 

□ 家に帰りたがらない 

□ 普段の学習や進学、将来などについて悩んでいる 

● 子どもの食事・健康について 

□ 入浴していないようで頭髪がべたべたしている 

□ オムツが汚れているのに長時間替えられていない 

□ 風邪やケガで医療機関の受診が必要と思われるが受診していない 

□ いつもお腹を空かせている、子どもだけで食事をとっている 

□ 園や学校の給食など、適量を超えて何杯もお代わりをする 

□ 家から弁当を持参する日は、園や学校を欠席している 

● 保護者の様子について 

□ 園や学校の行事に参加しない 

□ 子どもを校外学習や学校行事、地域行事などに参加させていない 

□ 小さな子どもを置いたまま外出している 

□ 親族や学校、地域との交流がなく孤立している 

□ 子どもの養育に拒否的で無関心 

□ 子どもへのしつけが厳しすぎる、または過度に干渉しすぎている 

□ 育児や家事が辛そう 

 

  

～子どもの「困った」サインに気づくシート～ 
（あくまでも「気づき」の目安のひとつです！） 

上記のサインに当てはまるからといって、必ずしも「生活困難」「貧困」であるとは限りません。 

サインに当てはまるかどうか直接、子どもや保護者に確認しないでください。 

同じ服を着ているからといって貧困であるとは限りません。子どもが特定の服が大好きで同じ服を着

ているのかもしれません。保護者の収入が一定以上のレベルであっても、子どもの養育にはお金をかけ

ないという考え方をお持ちの方もいます。また、経済的な困窮状態であっても子どもの養育費には優先

してお金を費やすという考え方の場合には、子どもの養育問題からは保護者の支援について気づくこと

が難しい場合もあります。 

子どもへの応援・支援には、日頃から「困っていることを聴ける」「困ったことを相談できる」信頼

関係を築いておくことが重要です。このシートは、子どもの貧困に関わる主な傾向を意識し、困難を抱

える子どもに早期に気づき、支援につなぐきっかけとなるよう活用してください。 

－３－ 



 
 

 

気になること・気づいたことがあったら、 

まずは、こちらに相談してください。 
● 沼津市役所     ※いずれの電話も通話料は発信者の負担となります。 

相談内容 課 名 電話番号 電話受付 

子育てに関する全般の悩み 
こども家庭課 こども相談係 934-4828 

月～金 

8:30 ～ 17:15
（年末年始、祝日除く） 

子どもの虐待が疑われるとき 

児童手当・児童扶養手当・こど

も医療費助成などの経済的支

援、諸制度案内 

こども家庭課 こども手当係 934-4827 

ひとり親家庭に関する相談 
ひとり親家庭等専用相談窓口 

（こども家庭課） 
934-4868 

● 子どもの虐待や犯罪被害など、緊急を要する場合の連絡先 

相談内容 相談機関名称 電話番号 電話受付 

子どもの虐待が疑われるとき 
東部児童相談所 922-4199 

月～金 

8:30 ～ 17:15
（年末年始、祝日除く） 

児童相談所全国共通ダイヤル 189 24 時間対応 

子どもの命や身体に危険がさし

せまっている場合 
沼津警察署 

952-0110 
24 時間対応 

110 

 

 

 

相談内容 相談機関名称 電話番号 電話受付 

保育園に関すること 沼津市役所 子育て支援課 934-4826 

月～金 

8:30～17:15 
（年末年始、祝日除く） 

 
※沼津市自立相談支援

センター 

月～土 9:00～17:45

（年末年始、祝日、ｻﾝｳ

ｪﾙぬまづ休館日除く） 

放課後児童クラブに関すること 沼津市役所 子育て支援課 934-4842 

保護者の生活・経済的支援 
沼津市役所 社会福祉課 934-4822 

※沼津市自立相談支援センター 0120-86-1620 

女性相談（DV、女性の悩み） 沼津市役所 社会福祉課 934-4825 

民生委員児童委員のこと 
沼津市役所 

    社会福祉課 福祉企画室 
934-4824 

母子の健康に関すること 沼津市保健センター（健康づくり課）  951-3480 

妊娠、出産、子育てに関するこ

と 
ﾏﾐｰｽﾞほっとｽﾃｰｼｮﾝぬまづ 
沼津市保健センター（健康づくり課）  

951-3687 

学校に関すること 沼津市教育委員会 学校教育課 934-4809 

子どもの学校生活についての悩

み（不登校・非行・人間関係な

ど） 

電話相談（やまびこ電話） 

沼津市青少年教育センター 
951-7330 

月～金 

10:00～19:00
（年末年始、祝日除く） 

生活・子育て等の相談 沼津市社会福祉協議会 922-1500 

月～金 

8:30～17:15 

（年末年始、祝日除く） 

 

相談連絡先 

【問い合わせ先】  沼津市役所  こども家庭課 〒410-8601 沼津市御幸町 16-1 

電話 055（934）4827・FAX055（934）0345 E-mail kodomokatei@city.numazu.lg.jp 
令和元年５月作成 

 

皆さんの「気づき」を「支援」につなげるため、下記の相談機関とも連携して 

子どもの抱える問題を解決していきます！ 

－４－ 

mailto:kodomokatei@city.numazu.lg.jp

