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まったくない
7%

33,408件 44,211件

88,931件

【子どもの貧困対策・重点施策１】保護者等への支援策の抜本強化
子育て家庭の現状・児童虐待の現状
①子育てに対し悩みや不安を抱えている保護者が約４割
②H26年度の児童虐待対応件数は15年前の7.6倍！複雑・困難なケースも増加
③H25年度の心中以外の児童虐待死亡事例のうち、3歳未満の乳幼児の割合は66.6％
H17年度から18.4ﾎﾟｲﾝﾄ増加

■子育てについての悩みや不安

◆人間形成の基礎が培われる乳幼児期における保護者への支援の大幅な拡
充が必要

①就学前の子どもの保護者への個別支援の充実
・保育所において保育だけでなく、子どもとの関わり方についての助言など、親への支援も行う
保育士等の配置に要する財政支援の強化

・子どもの状況を適正かつ円滑に小学校に引き継ぐなど、生活面で課題を有する家庭と関係支援
機関とをコーディネートする福祉の専門人材を保育所等において確保する仕組みの導入

②親支援・親育ての促進
・乳幼児期の親育てプログラムの開発・普及
・乳児院などを活用し、親子が共に生活をしながら養育と親育てを行うことができる制度の構築

保護者の子育て力の向上

出典：家庭教育の活性化支援等に
関する特別調査研究
（平成20年度 文部科学省）

◆児童虐待の相談ケースは増加の一途
◆特に児童虐待により死亡した子どもの7割弱が３歳未満までの乳幼児で
あり、その対策の強化が必要

母子保健から児童福祉への切れ目のない連携の仕組みづくりによる児童虐待の防止

■心中以外の児童虐待死亡事例の子どもの
年齢別割合の推移

3歳未満計

0 歳

１ 歳

■児童相談所における児童虐待相談対応件数と
児童福祉司数

7.6倍
児童虐待相談対応件数

児童福祉司数

（ H17,18：1/1～12/31 H19：1/1～H20.3.31 H21～ 年度 ）

11,631件

1,2301,230人人 1,8131,813人人
2,4282,428人人

2,8292,829人人

Ｈ11 Ｈ16 Ｈ21 Ｈ26

あり、その対策の強化が必要

ひとり親家庭の現状

① 大人が一人の子どもがいる現役世帯の貧困率は、子どもがいる現役世帯全体の貧困率の約４倍！
②母子世帯の平均所得は児童のいる世帯全体の４割以下！

◆経済的に厳しい環境にある家庭に対して、手厚い経済的支援や保護者の
安定した就労への支援が必要
① ひとり親家庭への支援策の更なる拡充
・高等学校卒業程度認定試験や自立支援教育訓練のための講座期間中の生活支援策の創設、高等
職業訓練促進給付金の支給額の増額による資格取得等支援策の拡充

・児童扶養手当に係る所得制限の引き上げや、多子加算額に係る支給額の逓減措置の撤廃
・医療費無料化制度の創設
・養育費確保に向けた公的な支援制度の検討

② 母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金の更なる充実
・母子父子寡婦福祉資金に係る連帯保証人なしの場合の貸付利率の引き下げ、生活福祉資金に係
る所得制限の引き上げ

・両資金の貸付限度額の引き上げ

住まい・就労・生活への支援
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子どもがいる現役世帯

大人が一人の現役世帯

■子どもがいる現役世帯の貧困率
（全体と大人が一人の世帯）

※現役世帯とは、世帯主が18歳以上65歳未満の世帯
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＜出典＞国民生活基礎調査 15

詳細は別紙１
２ 歳

(％)2.3倍

出典：福祉行政報告例、家庭福祉課調べ（厚生労働省）

出典：子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について
（厚生労働省社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例
の検証に関する専門委員会）
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母子保健から児童福祉への切れ目のない連携の仕組みづくりによる児童虐待の防止対策の強化！

＜現状＞
■心中以外の児童虐待死亡事例の子どもの年齢別割合【H25年度】

0日児の死亡 (※1) 母子健康手帳未発行
の児童の死亡 (※2)

妊婦健診未受診の
児童の死亡 (※2)

３歳未満
66.6％

【別紙１】

（参考）

○母子保健事業による適時・適切な
アセスメントの実施

産前･産後

子育て世代包括支援センター
（母子保健担当課）

母子保健コーディネーターの配置

情報 共有

子 育 て 世 代 包 括
支 援 セ ン タ ー
（母子保健担当課）

虐待対応担当課

コーディネーターの配置

情報 共有

継 続的 な 支援 と
フ ォ ロ ー ア ッ プ

＋

地域における子どもの見守り連携体制のイメージ

乳児家庭 妊婦健診

保健と福祉の連携強化

要保護児童対策地域協議会
・個別ケース検討会議等

民生児童委員等による地域に
おける見守り体制の構築

継 続
ケース

リスク
ケース

0歳
44.4%

1歳
8.3%

2歳
13.9%

3歳
5.6%

4歳
0.0%

5歳
8.3%6歳

2.8%

7歳
2.8%

8歳～17歳
0.0% 不明

13.9%

出典：子ども虐待による死亡事例等の
検証結果等について
（厚生労働省社会保障審議会児童部
会児童虐待等要保護事例の検証に関
する専門委員会）

＜提言＞
※ 国においても、先般、児童福祉法等が一部改正され取組を強化

（H28.6.3公布）
○ 母子保健と児童福祉の連携強化等
・子育て世代包括支援センターの法定化とH32年度を目途
とした全国展開
・要保護児童対策地域協議会の調整機関の専門職の配置 等

(※1) 平成15年7月～25年度累計 (※2) 平成17年1月～25年度累計

の児童の死亡 (※2) 児童の死亡 (※2)

虐待による
死亡事例に
おける割合

16.8%
(このうち望まない妊娠
の割合は７0.4% )

17.6% 21.7%

◆母子保健から児童福祉への切れ目のない連携の仕組み
づくりの加速化
①児童虐待に関係する機関の体制のさらなる強化
②関係機関間での連携のさらなる強化
③地域で子どもや家庭を見守る体制の構築

＜課題＞

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支
援を提供する「子育て世代包括支援セン
ター」の全国展開の前倒し実施と専門的な人
材及び必要な財源の確保

地域福祉の中心的な役割を担う、民生委員・
児童委員の活動費用の充実

子育て世代包括支援センターの設置促進 子どもや家庭を見守り育む
地域づくりの推進

職員の専門性の向上や専門職の配置に向
けた、人材育成・確保、財政支援等の強化

児童相談所の体制強化

要保護児童対策地域協議会の調整機関にお
ける専門性の確保に向けた人材育成、財政支
援等の強化

市町村の子ども家庭相談体制の強化
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産前･産後
ケア

児 童 相 談 所 個別ケース支援を通じた
措置 を含む 見守り体制

乳児家庭
全戸訪問

妊婦健診
乳幼児健診 ハイリスク

ケース
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