
○ 地域少子化対策強化交付金

○ 子ども・子育て支援新制度
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結婚に向けた
情報提供等

・知識や体験を付与するため

の啓発・情報提供

・相談体制の構築

・結婚や家族を持つことの意義

の啓発 等

地域少子化対策強化交付金（30.1億円）
※平成25年度補正で創設。平成27年度概算要求中。
※46都道府県、235市区町村について、交付決定済。（11月1日時点）

結婚～育児までの切れ目ない支援を行うための仕組みの構築
・切れ目なく支援するための総合的な体制の確立（専門人材の養成、掘り起し、登録等）

・地域一体となって支援を行うための関係者間の連携の仕組みの構築 等

妊娠・出産に
関する情報提供

・不妊を含む妊娠・出産に関

する正しい知識の情報提供

・相談体制の構築

等

結婚・妊娠・出産・育児
をしやすい地域づくりに
向けた環境整備

・人材育成・啓発・情報提供

・関係者のネットワークの構築

・先進事例を情報収集・分析

等

は、交付金を活用 は、既存事業や厚生労働省のモデル事業であり、これら事業とも連携しつつ交付金を活用

妊婦健診

妊婦訪問

両親学級

乳児家庭
全戸訪問

乳幼児健診

産前・産後サポート事業、産後ケア事業等
（厚生労働省モデル事業）

我が国の危機的な少子化問題に対応するため、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」を行うことを目的に、
地域の実情に応じた先駆的な取組を行う地方公共団体を支援する。

結婚切れ目な
い支援 妊娠 出産 育児
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地域少子化対策強化交付金の事業例

【富山県】
■結婚力向上人材育成プロジェ
クト

結婚～育児までの切れ目
ない支援を行うための仕
組みの構築

結婚に向けた
情報提供等

妊娠・出産に
関する情報提供

結婚～育児をしやすい地
域づくりに向けた環境整
備

【兵庫県】
■結婚・妊娠・出産・育児までを
網羅した支援人材の育成

【高知県】
■結婚から育児までのワンストッ
プの相談窓口の開設

【三重県】 【広島県】

【山形県】【福井県】

【徳島県】
■マタニティハラスメント・
パタニティハラスメントのな
い職場づくり

■企業との連携による結婚支援
の取組

■企業経営者が主体となった男性
の育児参加

■働く女性が利用しやすい相談
窓口の開設、出前講座の開催

■妊娠期からの継続した家庭訪問
支援

企業・団体、在京、在阪の県人
会、地域のＮＰＯ、農協、漁協
等のネットワークを構築し、従
業員や会員等に対する、地域の
実情に応じた未婚男女へのマッ
チング支援、情報提供、相談対
応等を行う。

結婚から育児までを網羅した独
自の研修プログラムを、地元大
学の協力を得て作成するととも
に、このプログラムを用いて、
結婚から育児までの総合的な支
援ができる人材を養成する。

結婚から育児までに関する幅広
い相談を受け付け、ワンストッ
プで情報を提供する相談窓口を
開設し、既設の窓口で行われて
いる情報の一元的な提供や相談
者の状況に応じて、最適な専門
窓口へとつなぐ。

独身者を支援する「なんとお
せっ会」会員である結婚サポー
ターを対象として、独身者の適
性を把握した婚活カルテに基づ
いた相談対応力を向上させる研
修会を実施し、結婚に向けたき
め細やかなサポートを行う。

働く女性が妊娠・出産について
気軽に相談できるよう、土日に
相談窓口を開設するとともに、
事業所に出向いて妊娠・出産に
関する正しい知識についての出
前講座を実施する。

就業継続を希望する女性が、妊
娠・出産により離職を余儀なく
されることを避けるため、企業
にマタニティ・ハラスメントの
防止と支援制度の整備、制度を
利用できる職場風土の醸成を促
す。併せて、パタニティハラス
メントについて企業経営者に啓
発する。

ＮＰＯが主体となり、産前、産
後期、子育て期の継続した家庭
訪問支援のためのボランティア
の養成、訪問支援の試行等を行
う。

イクメン企業同盟（イクメンを
応援する企業経営者の同盟）が
主体的に職場の働き方改革を目
指す行動を起こすとともに、他
の企業経営者にも呼びかけ、輪
を広げることで、社会全体に対
しても男性の意識改革、行動変
容を促す。

※ 市町村事業を含む
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「妊娠・出産に関する情報提供」に
関する自治体の事業例

○秋田県
次の親世代向け普及啓発事業

○栃木県
不妊対策啓発事業

○静岡県
（確認中）

○大分県
妊活推進啓発事業
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次の親世代向け普及啓発事業
秋田県

＜写真を添付＞

地域の実情と課題

事業の様子

事業費

事業の特徴

期待される効果

事業の概要

○実情
・Ｈ２５婚姻数３，８６５組
・Ｈ２５婚姻率３．７（１４年連続全国最下位）
・Ｈ２５出生数６，１７７人
・平成２３年４月、県・市町村民間団体が共同で
「あきた結婚支援センター」を設置

○課題
・若い世代の県外流出が長く続いている
・特に若い女性の人口流出（社会減）が顕著で
あり、出生数の減少に歯止めがかからない １，４００万円

結婚、妊娠・出産、子育てに関する知識の習得を促進することで、独身男女の不安軽減が図られ、
長期的には婚姻数・出生数の減少傾向に対する歯止めをかけていく効果が見込まれる。

○高校生：副読本作成（家庭科の授業で活用）
○大学生：各校の特長に合わせたセミナー開催
○社会人：ライフプランを考える連続講座開催

○学校教育現場等の全面的な協力を得ながら
「学び考える機会」を多面的に提供。

【趣旨・目的】

○高校生から社会人までそれぞれの世代別に、本県の少子化の現状やその影響、結婚や家族を持つことの意義、妊娠・出産に関する正し
い知識等について学び考える機会を新たに提供するとともに、結婚、妊娠・出産、子育てに関する知識の習得を促進する。

写真

【事業内容】

○高校の授業（家庭科）で活用するための副読本を作成し、県内全て
の高校に配布する

○副読本作成に当たっては、高校生が興味を持ちながら自然な形で
学べるよう、教育関係者等からなる作成委員会を設置

○県内全ての大学において、卒業後の結婚や家族との生活など、将
来を見据えたキャリアデザインセミナーを各校の特長に合わせて開催

○社会人を主な対象に、秋田での結婚、妊娠・出産、子育て等をテー
マとした連続講座を開催 ４



不妊対策啓発事業
栃木県

＜写真を添付＞

地域の実情と課題

事業の様子

事業費

事業の特徴

期待される効果

事業の概要

○実情
・不妊に悩む方への特定治療支援事業助成件
数は年々増加傾向(H16:199件→H25:1,163件)
・不妊専門相談センターにおける相談件数も増
加傾向(H15:259件→H25:907件)
○課題
・不妊治療は肉体的・精神的負担の他、経済
的・時間的な負担も大きく、仕事と治療の両立に
悩むことが多く、治療に当たっては職場の理解
が求められている。

１４５万円

○事業主や従業員等に対し、妊娠・出産に関する正しい知識や、不妊治療への理解を深めることで、
従業員が不妊治療等をしやすい職場環境への改善を図るとともに、安心して妊娠・出産・育児がで
きるような社会づくりに寄与する。

○少子化や不妊対策は、保健福祉部局単独で
実施されることが多いが、本事業は「不妊治療
と仕事の両立」をテーマに労働部局とタイアップ
して開催し、広く企業におけるサポート体制の整
備等について普及啓発を図る。

【趣旨・目的】
○「不妊治療と仕事の両立」をテーマとしたシンポジウムを実施する。

【事業内容】
○平成２７年１月１１日（日）１３：３０～１６：００
パルティ・ホール（とちぎ男女共同参画センター）定員２００名

○不妊に関する理解を深めるため、産婦人科医や男性不妊専門医に
よる不妊や妊娠・出産に関する基調講演を実施する。

○産婦人科医、事業主、不妊治療経験者、不妊専門相談員によるパ
ネルディスカッションを行い、「仕事と不妊治療の両立」のために必要
なことについて議論する。

○妊娠・出産・育児に関する制度を周知し、職場環境の改善を図る。
○関連団体や企業による各種ブースの設置
・たばこ、食生活、がん検診等の健康づくり
・不妊相談
・その他妊娠・出産等に関する情報の展示

事業の様子はイメージ
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産婦人科医との協働による妊娠出産何でも相談会事業
静岡県 事業は10月から順次実施

実施期間：H26. 10～H27.2

実施主体：健康福祉センター（県内７か所）

実施方法：産婦人科医による個別相談
（妊娠・出産のための健康づくりに関するミ
ニ講座と組み合わせる等、各健康福祉セン

ターにて工夫）

写真はイメージ

地域の実情と課題

事業の様子

事業費

事業の特徴

妊娠・出産に関する不安や疑問を専門家の話を聞くことで解決でき、それが自身の健康管理や
妊娠・出産に前向きに取り組む事につながり、出生数増加につながる。本事業をモデルとして、
地域の産婦人科と市町との連携強化を図り、今後は市町の主体的な取組事業となることを期待。

期待される効果

事業の概要

○実情
・Ｈ24、25年度実施の妊娠・出産のための健康づくり
事業イベント後に実施した交流会において、産婦人
科医に熱心に相談する参加者がとても多く、産婦人
科医への相談ニーズがあることを認識

○課題
・産婦人科は受診しにくい診療科とされ、不安や疑

問があっても受診せず、また、受診したとしても数分
という診察時間の中で、医師に対して十分な相談が
できていない １５０万円

○安心・安全な妊娠・出産を行う者を増やすた
めに、自治体と産婦人科医会との協働による相
談会を実施

○男女ともに受診しにくい診療科産婦人科医に
直接相談できる場を提供

【趣旨・目的】
○妊娠・出産に関する疑問に対し、専門家（産婦人科医師）から正しい知識を得て、妊娠・出産に向けた準備を前向きに実践する者を増やす。

○県がこれまで築いてきた県産婦人科医会とのパイプを活かし、地域の実情に合った妊娠・出産のための健康づくり事業の推進するための
礎を構築する

【事業内容】
○各健康福祉センター７か所にて、妊娠・出産に関して疑問のある者（１か所30～40人）を対象として、市町、学校、企業等との連携により、
地域の実情に応じて相談会を開催
○産婦人科医会との協働で実施し、各地区の産婦人科医を相談会に派遣
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妊活推進啓発事業
大分県

地域の実情と課題

事業の様子

事業費

事業の特徴

期待される効果

事業の概要

○実情
・若い世代の大半が妊娠や不妊、自分のか
らだ（生殖機能）について正しく知らない。
・不妊治療経験者から、「妊娠に適齢期があ
ることを知らなかった」「もっと早い時期に
知っておきたかった」との声が多い。
○課題
・できるだけ早い時期に妊娠、不妊について
正しい知識を持ち、将来を見据えた選択が
できるようになることが必要。 ３２９万円

○正しい知識の普及啓発のため、大学等の
学園祭や成人式など、若者が集う機会を
活用し、PR活動を実施。

○学生グループと連携することで、同じ世代
からも呼びかけ。

○若者の意識を把握するため、対面式の意
識調査を実施。

【趣旨・目的】
○若い世代が、早い段階から妊娠、不妊（女性、男性）やからだのこと（生殖機能）についての正しい知識を得るよう、啓発活動を行う。
【事業内容】
○学園祭・成人式でのPR活動
県内各地で実施される大学、短大の学園祭や、成人式等に出向いて、啓発用パンフレットの配布を行い、正しい知識の啓発活動を
行う。

○意識調査
上記PR活動と同時に、アンケート調査を行い、若年層の妊娠、不妊についての知識レベルの現状把握を行う。

若い世代が、自分のからだ（生殖機能）に対して正しい知識を持った上で、今後の自分自身の
ライフデザイン（就職、結婚、妊娠等）を描き、自ら選択することができるようになり、妊娠適齢
期での出産の増加により、子どもを持つことを希望する人の希望が実現するとともに、少子化
への寄与を期待される。
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○ 自公民３党合意を踏まえ、子ども・子育て関連３法が成立（平成24年８月）。幼児教育
・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進。

○ 消費税の引き上げにより確保する０．７兆円程度を含め、追加の恒久財源を確保し、
すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の
質・量の拡充を図る。

○ 新制度は平成２７年４月の本格施行を予定。市町村が、地方版子ども・子育て会議の
意見を聴きながら、子ども・子育て支援事業計画を策定し、実施。

※ なお、消費税８％への引上げによる増収分を活用し、平成２６年４月から、新制度
への円滑な移行を図るための先行的な取り組みである「保育緊急確保事業」を実施し、
子ども・子育て支援の充実を図る。

子ども・子育て支援新制度のポイント

８

経済財政運営と改革の基本方針2014 ～デフレから好循環拡大へ～ （平成26年6月24日）（抜粋）

１．女性の活躍、教育再生を始めとする人材力の充実・発揮
（４）少子化対策
（略）新たな少子化社会対策の大綱を平成26年度中に策定するとともに、子ども・子育て支援新制度を平成27年４月に施行
する方針の下、取り組む。また、本制度に基づく幼児教育・保育・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための財源の
確保については着実に進め、消費税分以外も含め適切に対応していく。



①幼児期の学校教育・保育・子育て支援について共通の仕組みの下で必要な財源を確保

②市町村が計画的に待機児童解消などの地域の子育て基盤を整備（市町村の責務として位置づけ）

◇ 保育所の量的拡充

・ 認可制度の見直し（＊）により、大都市部の保育の需要増大に対応

◇ 小規模保育等の新設（特に場所等の確保が難しい大都市部の保育需要増大、地域の保育の確保に対応）
・ ２０人未満の小規模保育、事業所内保育、保育ママ等に対する財政支援を拡充

◇ 市町村は地域の需要を把握し、需要を満たすための計画を策定
◇ ①の共通の仕組みの下で必要な財源を確実に確保

③規制の見直し等により保育需要の増大に対応

安定財源を確保
・ 消費税財源で約０．７兆円
・ それ以外の財源を含め
約１兆円超

◇ 幼児期の学校教育、保育、子育て支援の量・質の充実

＊保育需要がある限り、質を満たしたものを「認可するものとする」（認可の恣意性の排除）

認定こども園（０～５歳）

小規模保育、家庭的保育（保育ママ）等

(施設型給付)

(地域型保育給付)

地域子ども・子育て支援事業
（放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点 等）

地域子ども・子育て支援事業
（放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点 等）

（子ども・子育て支援新制度）

子ども・子育て関連３法

■待機児童
の解消

■地域の
子育て支
援の拡充

保育所（０～５歳）幼稚園（３～５歳）
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子どもが減少しても、認定こども園
を活用し、一定規模の子ども集団を
確保しつつ、教育・保育の提供が可
能

①認定こども園制度の改善
・幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設
・「二重行政の解消」「財政支援の充実」により、
地域実情に応じた展開が可能

施設・人員に余裕のある幼稚園
の認定こども園移行により、待機
児童の解消が可能

子どもが減少し、保育所（20人以
上）として維持できない場合でも、
小規模保育等として、身近な場所
で保育の場の維持が可能

②小規模保育等への財政支援の創設
・「小規模保育」（定員６～19人）、「保育ママ」（定
員１～５人）等に対する財政支援（地域型保育
給付）を創設

土地の確保が困難な地域でも、
既存の建物の賃借等により、機
動的な待機児童対策を講じるこ
とが可能

地域子育て支援拠点（子育てひろ
ば）、一時預かりなど、在宅の子育
て支援家庭に対する支援を中心に
展開
※取組を容易とするための見直し

③地域の実情に応じた子育て支援の充実
・地域の実情に応じ、市町村の判断で実施できる
１３の子育て支援事業を法定
・在宅の子育て家庭（０～２歳の子どもを持つ家
庭の７割）を中心とした支援の充実

延長保育、病児保育、放課後児
童クラブなど、多様な保育ニーズ
に応える事業を中心に展開

地域の実情に応じた子育て支援の展開

新制度の基盤

⑤社会全体による費用負担
・消費税率引上げにより、国・地方の恒久財源を確保
・質・量の充実を図るため、消費税率の引上げにより確保する０.７
兆円程度を含めて１兆円超程度の追加財源が必要

④市町村が実施主体
・住民に身近な市町村に、子育て支援の財源と権限を一元化
・市町村は地域住民の多様なニーズを把握した上で、計画的に、そ
の地域に最もふさわしい子育て支援を実施

人口減少地域での展開 大都市部での展開子ども・子育て支援新制度の
主なポイント

子どもが減少する中で、適切
な育ちの環境を確保すること
が課題

潜在的なニーズにまで応え得
る待機児童対策が課題

（保育所待機児童解消加速化
プランなど）
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子ども・子育て支援新制度の施行に向けた取組スケジュール

平成25年度 平成26年度 平成27年度

４～６ ７～９ １０～１２ １～３

主な動き
（想定）

基本指針・事業計画

各種基準

（幼補連携型認定こ
ども園の認可基準、
保育の必要性認定
の基準等）

公定価格・
利用者負担

実施体制

施設の意向調査 利用者負担の設定

議
論
と
り
ま
と
め

会議等での
検討

（12月～1月）

条例等の策定・関係者等への周知

概
ね
の
案

の
整
理

会議等
での検討

国で実施 自治体等で実施

4月 消費税８％引き上げ
保育緊急確保事業実施

（7月）

○子ども・子育て支援新制度は平成27年４月から施行を予定。
○平成２５年４月から子ども・子育て会議において審議を行い、基本指針や各種基準等を策定するとともに、平成26年５月には公定価格の仮単価
及び利用者負担イメージについて提示。
○今後、予算編成過程において、公定価格の本単価を検討。また、引き続き、自治体・事業者・保護者等への情報提供など、新制度の円滑な施
行を図るための取組を実施。

施行に必要な各種事務の実施

（４月末～）

政
令
・府
省
令
等
の
制
定

（４月末～）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
本
格
施
行

（４月）

予算編成

自治体において準備組織を設置

子ども・子育て支援新制度施行準備室（内閣府）

一元的実施体制
を整備

子ども・子育て本部
（内閣府）

本
単
価
提
示

（２月頃）

（10月頃～）
園児募集

（～３月）
量の見込み
推計

（～９月）
確保方策検討

量
の
見
込
み
・

確
保
方
策

中
間
取
り

ま
と
め

（９～１０月）

仮
単
価
及
び
利
用
者
負
担

イ
メ
ー
ジ
の
提
示

（５月末～）

・計画確定

実態調査、会議等での検討
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量的拡充 質の改善 ※２

所要額 ０．４兆円程度 ※１ ０．３兆円程度～０．６兆円超程度

主な内容

●認定こども園、幼稚園、保育所、
地域型保育の量的拡充
（待機児童解消加速化プランの推進等）

◎３歳児の職員配置を改善（２０：１→１５：１）
△１歳児の職員配置を改善（６：１→５：１）
△４・５歳児の職員配置を改善（３０：１→２５：１）
○私立幼稚園・保育所等・認定こども園の職員
給与の改善（３％～５％）
◎小規模保育の体制強化
◎減価償却費、賃借料等への対応 など

●地域子ども・子育て支援事業の量的拡充
（地域子育て支援拠点、一時預かり、
放課後児童クラブ等）

○放課後児童クラブの充実
○一時預かり事業の充実
○利用者支援事業の推進 など

●社会的養護の量的拡充 ◎児童養護施設等の職員配置基準の改善
○児童養護施設等での家庭的な養育環境の推進
○民間児童養護施設の職員給与等の改善 など

量的拡充・質の改善合計 ０．７兆円程度～1兆円超程度

※１ 「量的拡充」のための所要額は、市町村子ども・子育て支援事業計画に盛り込まれた「量の見込み」「確保方策」の実現に要する費用であり、最終的には、市町村子ども・子育て支援事業計画の積み上げに
より計算されるもの。現在、各市町村において「量の見込み」等の算出作業を行っている途上であることから、現時点では、一定の前提を置いて「量の見込み」を仮置きして積算。

※２ 「質の改善」の事項のうち、◎は0.7兆円の範囲ですべて実施する事項。○は一部を実施する事項、△はその他の事項

○ 消費税の引き上げにより確保する０．７兆円の範囲で実施する事項と０．３兆円超の追加の恒久財源が確保された場合に

１兆円超の範囲で実施する事項の案。

子ども・子育て支援の「量的拡充」と「質の改善」項目（案）
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子ども・子育て支援新制度の財源確保について

１３

○ 「量的拡充」と「質の改善」は二者択一の関係にあるものではなく、両者は車の両輪。待機児童解消加速化プラン

等の実現のためには、保育士等の処遇改善、研修の充実等のこれを支える「質の改善」が必要であり、十分な財

源を確保して、制度を円滑かつ安定的に施行することが必要。

１．社会保障・税一体改革に関する確認書（社会保障部分）（抄）
（平成24年6月15日 自由民主党・公明党・民主党 社会保障・税一
体改革（社会保障部分）に関する実務者間会合）

二．社会保障改革関連５法案について
（１）子育て関連の３法案の修正等
⑤ その他、法案の附則に以下の検討事項を盛り込む。
○ 政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の
充実を図るため、安定財源の確保に努める。
⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図
るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を含
めて１兆円超程度の財源が必要であり、政府はその
確保に最大限努力する。

２．子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）抜粋
附則
（財源の確保）
第三条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的
質的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるも
のとする。

３．子ども・子育て関連３法案に対する附帯決議
（平成24年8月10日参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員
会）

十五、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、
１兆円超程度の財源が必要であり、今回の消費税率の引上げにより
確保する0.7兆円程度以外の0.3兆円超について、速やかに確保の道
筋を示すとともに、今後の各年度の予算編成において、財源の確保
に最大限努力するものとすること。

４．少子化危機突破のための緊急対策
（平成25年6月7日 少子化社会対策会議決定）（抜粋）

５ 制度・財政面での対応
（１）子ども・子育て支援新制度等の財源確保
○ 「子ども・子育て支援新制度」の平成27 年4 月
（予定）における円滑な施行を図るため、幼児教育・
保育・子育て支援の質・量の充実を図るための財源と
して、消費税引き上げによる財源（0.7 兆円）を含め
１兆円超程度の確保に努める。

５．社会保障制度改革国民会議報告書
（平成25年8月6日）（抜粋）

３ 次世代育成支援を核とした新たな全世代での支え合いを
（１）取り組みの着実な推進のための財源確保と人材確保
（略）子ども・子育て支援新制度に即した、積極的かつ着実な推進
が必要であるが、そのためには財源確保が欠かせない。とりわけ子
ども・子育て支援は未来社会への投資であり、量的な拡充のみなら
ず質の改善が不可欠である。そのため今般の消費税引き上げによる
財源（0.7 兆円）では足りず、附帯決議された0.3 兆円超の確保を
今後図っていく必要がある。

６．経済財政運営と改革の基本方針2014 ～デフレから好循環拡大へ～
（平成26年6月24日）（抜粋）

１．女性の活躍、教育再生を始めとする人材力の充実・発揮
（４）少子化対策
（略）新たな少子化社会対策の大綱を平成26年度中に策定するとと
もに、子ども・子育て支援新制度を平成27年４月に施行する方針の
下、取り組む。また、本制度に基づく幼児教育・保育・子育て支援
の量的拡充及び質の向上を図るための財源の確保については着実に
進め、消費税分以外も含め適切に対応していく。



「緊急集中取組期間」(25・26年度)における取組（20万人分の受け皿確保）に加え、新制度で弾みをつけ、「取組加速期間」(27～29年度)で更に整備を

進め、平成29年度末までに合わせて約40万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消を目指す。〈平成27年度では、８万人分の受け皿を確保する予

定〉

子ども・子育て支援の充実

平成２７年４月施行予定の子ども・子育て支援新制度において、すべての子ども・子育て家庭を対象に、市町村が実施主体となり、質の高い幼児期の学
校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図る。

Ⅰ．子ども・子育て支援新制度の実施（２７年４月施行予定）

○児童養護施設等の受入児童数の拡大（虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもの増加への対応）

○児童養護施設等での家庭的な養育環境（小規模グループケア、グループホーム等）の推進

Ⅲ．社会的養護の充実

Ⅱ．「待機児童解消加速化プラン」の推進

緊急集中取組期間

25年度 27年度 29年度 31年度

新制度スタート

２年間前倒し緊急プロジェクト

保育ニーズのピーク

新制度等による取組

取組加速期間

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（27～31年度）

４０万人２０万人

待機児童解消を目指す消費税財源確保

・施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費）☆

・地域型保育給付（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育に係る運営費）☆

子どものための教育・保育給付

市町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援。

・地域子育て支援拠点事業 ・一時預かり事業 ・ファミリー･サポート･センター事業 ・利用者支援事業☆ ・放課後児童健全育成事業 等

地域子ども・子育て支援事業

消費税財源を活用し、子ども・子育て支援新制度を通じて、意欲ある地方自治体を強力に支援。（上記Ⅰ）

※加速化プランの推進に必要な保育所整備費等についても、別途適切に確保。

（☆はⅡのプランの取組としても位置づけ）
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待機児童解消加速化プラン

① 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」）

②

小規模保育事業など新制度の先取り

認可を目指す認可外保育施設への支援

③

保育を支える保育士の確保（「ヒト」）

④

取組自治体

緊急プロジェクト
支援パッケージ ～５本の柱～

⑤ 事業所内保育施設への支援

◆待機児童の解消に向け、２年後の子ども・子育て支援新制度の施行を待たずに、地方自治体に対し、
できる限りの支援策を講じる。

◆足下２年間の「緊急集中取組期間」と、新制度で弾みをつける「取組加速期間」で、待機児童の解消を図る。

緊急集中取組期間

2013（Ｈ25）年度 2015（Ｈ27）年度 2017（Ｈ29）年度 2019（Ｈ31）年度

新制度スタート

２年間前倒し緊急プロジェクト

保育ニーズのピーク

新制度等による取組

取組加速期間

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（2015～2019年度）

４０万人
２０万人

消費税財源確保
待機児童解消を
目指す

※ 「保育緊急確保事業」の活用など

「緊急集中取組期間」(平成25・26年度)で約２０万人分の保育を集中的に整備できるよう、国として万全な支援を用意。
※地方自治体が更にペースアップする場合にも対応。

「取組加速期間」(平成27～29年度)で更に整備を進め、上記と合わせて、潜在的なニーズを含め、
約４０万人分の保育の受け皿を確保。

保育ニーズのピークを迎える平成２９年度末までに待機児童解消を目指す。

※保育緊急確保事業その他の消費税財源を用いた施策として行うほか、所要の財源を検討。 １５



○共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、
多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進める

「放課後子ども総合プラン」の全体像

○平成31年度末までに
■放課後児童クラブについて、約30万
人分を新たに整備
（約90万人⇒約120万人）
・新規開設分の約80％を小学校内で実施
■全小学校区（約２万か所）で一体的
に又は連携して実施し、うち１万か
所以上を一体型で実施
（約600か所⇒１万か所以上）を目指す
※小学校外の既存の放課後児童クラブについても、
ニーズに応じ、余裕教室等を活用
※放課後子供教室の充実（約1万カ所⇒約2万カ所）

○平成31年度末までに
■放課後児童クラブについて、約30万
人分を新たに整備
（約90万人⇒約120万人）
・新規開設分の約80％を小学校内で実施
■全小学校区（約２万か所）で一体的
に又は連携して実施し、うち１万か
所以上を一体型で実施
（約600か所⇒１万か所以上）を目指す
※小学校外の既存の放課後児童クラブについても、
ニーズに応じ、余裕教室等を活用
※放課後子供教室の充実（約1万カ所⇒約2万カ所）

国全体の目標

○国は「放課後子ども総合プラン」に基
づく取組等について次世代育成支援対
策推進法に定める行動計画策定指針に
記載

○市町村及び都道府県は、行動計画策定
指針に即し、市町村行動計画及び都道
府県行動計画に、
・平成31年度に達成されるべき一体型の
目標事業量
・小学校の余裕教室の活用に関する具体的
な方策
などを記載し、計画的に整備
※行動計画は、子ども・子育て支援事業計画と
一体のものとして策定も可

○学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化
・実施主体である市町村教育委員会又は福祉部局等に管理運営の責任の所在を明確化
・事故が起きた場合の対応等の取決め等について協定を締結するなどの工夫が必要

○学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化
・実施主体である市町村教育委員会又は福祉部局等に管理運営の責任の所在を明確化
・事故が起きた場合の対応等の取決め等について協定を締結するなどの工夫が必要

国
全
体
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
推
進
方
策

学校施設を徹底活用した実施促進

○余裕教室の徹底活用等に向けた検討
・既に活用されている余裕教室を含め、運営委員会等において活用の可否を十分協議
○余裕教室の徹底活用等に向けた検討
・既に活用されている余裕教室を含め、運営委員会等において活用の可否を十分協議

○放課後等における学校施設の一時的な利用の促進
・学校の特別教室などを学校教育の目的には使用していない放課後等の時間帯に活用するな
ど、一時的な利用を積極的に促進

○放課後等における学校施設の一時的な利用の促進
・学校の特別教室などを学校教育の目的には使用していない放課後等の時間帯に活用するな
ど、一時的な利用を積極的に促進

一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施

○一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の考え方
・全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事業を実施し、共働
き家庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参加できるもの

 全ての児童が一緒に学習や体験活動を行うことができる共通のプログラムの充実
 活動プログラムの企画段階から両事業の従事者・参画者が連携して取り組むことが重要
 実施に当たっては、特別な支援を必要とする児童や特に配慮を必要とする児童にも十分留意
 放課後児童クラブについては、生活の場としての機能を十分に担保することが重要である
ため、市町村が条例で定める基準を満たすことが必要

○放課後児童クラブ及び放課後子供教室が小学校外で実施する場合も両事業を連携
・学校施設を活用してもなお地域に利用ニーズがある場合には、希望する幼稚園など
の社会資源の活用も検討
・現に公民館、児童館等で実施している場合は、引き続き当該施設での実施は可能

市町村及び都道府県の体制等

○市町村には「運営委員会」、都道府県には「推進委員会」を設置し、教育委員会と福祉部局の連携を強化
○「総合教育会議」を活用し、首長と教育委員会が、学校施設の積極的な活用など、総合的な放課後対策の在り方について十分協議

※国は「放課後子ども総合プラン」に基づく市町村等の取組に対し、必要な財政的支援策を毎年度予算編成過程において検討

趣旨・目的

市町村及び都道府県の取組

放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携による実施
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