
お金の専門家がズバリ答えます
教育費を確保する ２大ポイント

～子どもの進学をあきらめない～

安心して暮らすために、日常生活に関すること、養
育費についての相談や離婚前後の法律相談、面会
交流支援を行っています。〈移転しました〉

ひとり親家庭の就業に関する相談を行っています。
応募書類の作成と添削、面接対策、適職診断、マネ
ー相談などの支援を受けることができます。

はあと多摩では、生活に関する相談も仕事に関す
る相談もお受けします。養育費についての相談や離
婚前後の法律相談、面会交流支援、グループ相談
会なども行っています。

　
〒102-0072
千代田区飯田橋3-4-6
新都心ビル 7階

電話 ：03-6261-7303
FAX：03-6261-7319
E-mail：
info@haat.or.jp

〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター７階
TEL：03-3263-3451
FAX：03-3263-3452
E-mail：
iidabashi@haat.or.jp

〒190-0012
立川市曙町2-8-30
立川わかぐさビル４階
TEL：042-506-1182
FAX：042-506-1194
E-mail：
tama@haat.or.jpJR「飯田橋駅」東口 徒歩5分 

東京メトロ東西線「飯田橋駅」A5出口 すぐ
地下鉄各線「飯田橋駅」A2出口 徒歩5分

JR「飯田橋駅」東口 徒歩7分
大江戸・有楽町線・南北線「飯田橋駅」A2出口 徒歩7分 
東西線「飯田橋駅」A5出口 徒歩4分

＊本事業は東京都からの委託を受け、⼀般財団法⼈東京都ひとり親家庭福祉協議会 と 認定NPO 法⼈しんぐるまざあず・ふぉーらむが運営しています。(令和 3 年 10 ⽉)

JR「立川駅」北口徒歩5分
多摩都市モノレール「立川北駅」徒歩4分

こちらでは❷❸❹❻❼が利用できます
こちらでは❶が利用できます こちらでは❶❷❸❹❺❼が利用できます詳しくは 03-6272-8720 詳しくは 03-3263-3451 詳しくは 042-506-1182

○：9:00-17:30  ●:9:00-20:30 ○:9:00-17:30  ●:9:00-20:30
※面接相談は⽉〜土（予約制） ○:9:00-17:30  ●:9:00-19:30

私たちはひとり親家庭を応援します！
〈はあと〉では、ひとり親家庭それぞれの事情に合わせた 相談や⽀援を⾏っています。

生活のことならはあと 仕事のことならはあと飯田橋 生活でも仕事でもはあと多摩

❺グループ相談会 ❻離婚前後の
親支援講座

❼面会交流支援❶就業相談・就業支援・
職業紹介

❷生活相談 ❸養育費相談 ❹離婚前後の
法律相談

「お役⽴ち情報」・「イベント・セミナー情報」をメールで配信しています。ご希望の⽅は気軽に登録してください。
ひとり親家庭のご友⼈などにもご紹介ください。

東京都ひとり親家庭支援センターではメールマガジンを配信しています。

東京都ひとり親家庭⽀援センター http://www.haat.or.jp/登録はこちらから

今号のテーマ「教育費」
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子どもが希望する教育を受けさせてあげたいけれど、貯金がほとんどない... 
そんなお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
でも大丈夫！　教育費を用意するには、さまざまな方法があります。
お金の専門家である 中島智美さんが教えてくれます。

教育費は確保できる！
貯金が
なくても

中島智美
CFP®・1級FP技能士

大学生のお子さんが２⼈いる
シングルマザー。

文部科学省「子どもの学習費調査」平成30年度

子どもにかかる教育費（平均）
小学校 中学校 高校

公立 公立 私立 公立 私立

教育費総額 321,281 488.397 1,406,433 457,380 969,911

学校教育費 63,102 138,961 1,071,438 280,487 719,051

学校給食費 43,728 42.945 3,731

学校外活動費 214,451 306,491 331,264 176,893 250,860

単位（円）

保育園・小中学校はあまりお金がかからないため、貯めるならこの時期です。お金
がかかる習い事はお子さんの求める状況に合わせて取捨選択しましょう。もちろ
ん、生活が苦しい方は貯められなくても大丈夫です。

所得が低い世帯に関して言えば、修学支援新制
度を利用して、高等教育の大部分の学費をまか
なえます。不足分は返済必要な奨学金や国の教
育ローンを利用すれば確保することが可能で
す。子どもの進学はあきらめないで、支援制度を
活用しましょう！
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小中学生の時期はお金の貯めどき 習い事のお金は最低限に！

⽀援制度などの利用で大学の学費が確保可能に！

公民館や児童館、地域のサークルな
どは無料・格安の習い事の宝庫。希
望する教室や習い事がないか探し
てみましょう。

中島’s アドバイス

貯金が
なくても

親の私たちが支援制度の内容を知って、手続
きすることがとても大切。次のページで支援制
度を詳しく説明します。

中島’s アドバイス

6秒あけて

　はあと多摩では、年に10回、土曜日午後の3時
間で「ひとり親グループ相談会」を⾏っています。
この会は、ひとり親の⽅に興味を持っていただけ
るようなテーマについて共に学び、話し合いを通
してひとり親同士で交流できる場です。
　終了後は笑顔で帰って⾏かれる⽅をお見掛け
することが多いです。
　2021年11月27日には中野サンプラザ研修室

「子どもとのコミュニケーションに生かせるアン
ガーマネジメント」を開催しました。
　参加者からは「怒りをぶつけるのではなく6秒

空ける、自分の言い⽅を変えるなど、冷静になる
⽅法が分かって良かった」「他のお母さん⽅の
体験や悩みを知ることができて共感したり、新た
な気づきに繋がったりしたのが良かった」「毎日
怒っている自分に嫌気がさしていたが自分だけ
でないことを知り安心した」といったお声が多数
寄せられました。
　最近はコロナ禍の状況に応じてオンラインで
も開催しています。
　皆さんもぜひ一度、ひとり親グループ相談会へ
お越しください。

子どものこと、
怒ってしまう
自分がいや！ 『子どもとのコミュニケーションに生かせる

アンガーマネジメント』



教育費を確保できるお役立ち制度、大紹介 ひとり親だからこそ、資格取得したい！
給食費の免除、教材費の補助（一部費用）、新入学の準備金などの費用を援助
してもらえます。例えば中央区では、児童扶養手当受給者などが対象です。お
住まいの自治体によって対象や条件が違いますので、自治体のサイトなどを確
認してみましょう。入学説明会や、入学後に学校から4月に通知されます。

国が授業料を負担してくれる制度です。公立の場合は無償、私立の場合は年収が約270万円未満
（目安）の方の場合、39万6千円の授業料を国が保護者に代わり負担をしてくれます。さらに東京
都在住で都の制度を活用すると、私立高校でも、表のように①②③の給付金（返済不要）と④⑤
の貸付金（返済有）で全額用意できるケースが多いです。申請は入学後に学校経由で行います。

「①授業料等減免制度」と「②給付型奨学金」の国の支援が
あります。公立・私立大学ともに非課税世帯だと、あとは子ども
のアルバイト程度の額で学費がまかなえるのでは？　高3の
時に、高校を通じてあるいは大学在学中なら大学を通して申
し込みます。最初の入学金や授業料は立て替えが必要です。

入学金などの借り先として便利です。その他にも下宿の引越
し費用などの学校に関わる使い道で使えます。受験前でも
申し込みが可能です。母子父子家庭利息優遇制度があり借
りやすいです。 お問合せ 0570-008656

将来的な安定収入のために資格を取得したいけれど、
経済的に余裕がない方向けに、ひとり親向けの資格取得の支援制度があります。

例）東京都在住、子ども1⼈、私⽴全日制 親の年収270万円以下（目安）

制度名 金額（年額） 目的

①就学⽀援金（国・給付） 396,000円 授業料負担軽減

②授業料軽減助成金（都・給付） 71,000円 授業料負担軽減

③奨学給付金（都・給付） 129,600円 授業料以外の負担軽減

④育成資金（都・貸付） 420,000円 学費全般の⽀援

⑤入学⽀度金（都・貸付） 250,000円 入学時の費用（初年度のみ）

　大学進学で北海道から東京に上
京し、卒業後、一般企業で事務職
を担当。結婚して専業主婦になりま
した。４年前に離婚し契約社員とし
て託児施設のある保険会社のコー
ルセンターで働き始めました。契約
社員のままだと将来が不安だと思
っていたところ、２年前に職場のひ
とり親の先輩が、はあとさんで小論
文の対策などを受けて都立看護学
校の社会人入試で合格したんです。

先輩の体験を聞いて、私も
やってみよう！

　受講費や生活費は、高等職業訓
練促進給付金等でまかなえることが
わかり、「私もこの制度を利用して看
護師をめざそう」と思いましたが、当
時子どもは４歳。もう少し子どもが大
きくなってからかなと迷いましたが、
自分の年齢も考え、先輩から「今年
チャレンジしてみて、コツを掴んで来

年受かるくらいの気持ちで受けてみ
たら」と言われて、2021年９月に受
験申請をしました。
　試験勉強をあわててはじめました
が、フルタイムの仕事、家事、子育て
に追われ、勉強時間を捻出するのに
苦労しました。小論文試験は90分
の制限時間があるのですが、まとま
った勉強時間がとれなくて・・・子ど
もは一緒に寝かしつけないと寝ない
ので、夜は子どもと一緒に寝て朝早
く起きて勉強時間をつくりました。
　何度もはあとの方に小論文を添
削していただいたおかげで、10月の
小論文試験に合格、11月の面接に
も合格し、４月から看護学校に通い
ます。自分でもこんなに短い期間で
合格できてホッとしています。今は入
学前の課題に追われる毎日です。
　私が利用した給付金は、ひとり親
向けの「高等職業訓練促進給付金」
（生活支援・自治体に申請）と「教
育訓練支援給付金」（受講支援・ハ

知って
得する
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＜就学援助制度＞【公立の小中学生向け】

「高等学校等就学支援金」【国立・公立・私立高等学校】

「高等教育の修学支援新制度」【大学・専門学校（支援対象となる場合）】

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）

対象のご家庭でまだ未申請の方は、市区町村の教育委員会に問い合わせ
して申請すると、翌月から支給されますよ。

中島’s アドバイス

条件は、世帯収入の他、成績が3.5以上あるいは、修学の意欲があること
（資産要件も）。高1から勉強しておくといいですね。

中島’s アドバイス

このほかにも、学生支援機構や民間の
奨学金（給付型・貸付型）などでお金
を用意する方法があります。進学先の
大学のサイトに掲載されている奨学金
などを確認してみましょう。

中島’s アドバイス

こうした支援は後払いで立て替える必
要があります。あらかじめお金を準備し
ておくと安心です。立て替えるお金がな
い場合は、この後説明する「国の教育
ローン」などで借りましょう。

中島’s アドバイス

CHECK!!
「はあと飯田橋」「はあと多摩」の
教育費の講座で詳しく説明します
ので、ぜひ参加してみてください。

学校でかかる
お金の負担を

軽減！

（私立高校でも）
国や都の支援制度あり。

但し立て替え必要。

私立高校の場合

大学も国の
支援制度がある

一時的にお金を
借りたい時に最適

目指せお給料
UP

ローワークに申請）です。受講費支
援制度は、区の担当の方と相談して、
教育訓練支援給付金のほうに決め
ていただきました。

子どもに何かあったときの
保育が不安

　子どもは小学校入学とともに学童
保育に行くことになっています。授業
や実習で帰宅が遅くなったとき、また
コロナでの休校や子どもの病気や事
故の場合の子どもの保育が、今一
番の不安です。自治体にファミリーサ
ポートの制度はあっても、事前予約
や申請手続きに時間がかかるので、
使いたいときに使えるかどうか。他に
どんな支援制度があるかわからない
ので、いざというときに子どもを安
心・安全にみていてくれる支援制度
があるといいなと思います。

ひとり親向け教育訓練制度の紹介
とても助かる

●高等職業訓練促進給付金（生活支援）
20歳未満の子どもを養育するひとり親が看護師や保
育士等の国家資格を取得のため１年以上養成機関
で勉強する場合、毎月の生活費と修了後に支援金を
うけることができます。住民税非課税世帯には月額
10万円、住民税課税世帯は月額７万
500円を支給。お住まいの区市町村
のひとり親支援担当課へのひとり親
支援担当課へ早めにご相談を。

●自立支援教育訓練給付金（受講支援）
就職の際に有利となる資格などの習得のために、指
定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講料

（入学料や受講料）の一部を支給されます。

６か月以上のIT関連等の講座も対象に
高等職業訓練促進給付金は令和3年4月1日から令和５年３
月３１日までに受講を開始する場合は、6ヶ月以上の課程を受
講するものも対象となります（自治体によります）。
詳細はお住まいの区市町村にご確認ください。

高等職業訓練促進給付金等を利用して、看護学校に挑戦
Yさん（30代・練馬区在住）

看護学校社会⼈入試合格体験記

高等教育の修学⽀援新制度
（授業料等減免と給付型奨学金）については、

こちらに詳細が掲載されています。


