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実施か所数

実施市町村数

登録児童数

7,821か所（36.1%）
1,019市町村

̶

17,583か所（79.2%）
1,609市町村
794,922人

資料：文部科学省及び厚生労働省資料
　注：実施か所数のカッコ内は、小学校数に対する実施か

所数の割合

放課後子ども教室
（4月現在（予定含む）））

放課後児童クラブ
（5月1日現在）

放課後子どもプランの
実施状況(2008年度)第2-4-5表

　2008（平成20）年度では、放課後子ども
教室が7,821か所（実施予定含む）、放課後
児童クラブが１万7,583か所での実施となっ
ている。

　2008（平成 20）年２月に策定した「新待
機児童ゼロ作戦」においては、小学校就学

後も引き続き放課後等の生活の場を確保す

るため、放課後児童クラブにも施策対象を拡

大し、放課後児童クラブ（小学１年～３年）

の提供割合を現行の 19％から 60％とするこ
とを 10年後の目標として示しているところ
であり、地域における計画的整備を進める

とともに、「放課後児童クラブガイドライン」

を踏まえた質の高い放課後児童クラブの推

進を図ることとしている。

に小学生）を対象に、地域の方々の参画を得

て、学習活動やスポーツ・文化芸術活動、地

域住民との交流活動等の機会を提供する「放

課後子ども教室推進事業」（文部科学省所管）

と、主に小学校３年生までの共働き家庭など

留守家庭の子どもを対象に、適切な遊びや家

庭に代わって安心感のある安定した生活の

場を提供する「放課後児童健全育成事業（放

課後児童クラブ）」（厚生労働省所管）の両

事業を一体的あるいは連携して、原則として

すべての小学校区での実施を目指すもので

ある。

「新待機児童ゼロ作戦」に基づく
放課後児童クラブの設置促進2

地域における
子育て支援サービスの推進

1

  第 3節●地域における子育て支援の拠点等の
整備及び機能の充実を図る  

　地域共同体の機能が失われていく中で、身

近な地域に相談できる相手がいないなど、在

宅で育児を行う家庭の子育ての負担感が増

大している。働いている、いないにかかわら

ず、親と子の育ちを地域で支え、家庭の中だ

けでの孤独な子育てをなくしていくことが必

要である 1。

　「子ども・子育て応援プラン」では、すべ

ての子育て家庭が歩いていける場所に気兼

ねなく親子で集まって、相談や交流ができる

1　 2007年4月に熊本市内の医療機関において設置された「こうのとりのゆりかご」（いわゆる赤ちゃんポスト）
は、子どもや子育て家庭をめぐる問題の一端を示唆する事案であった。保護者が子どもを置き去りにす
る行為は、本来あってはならない行為であり、出産や育児に悩みを持つ保護者に対する児童相談所、市
町村保健センター等の相談窓口の周知や、妊娠について悩んでいる者に対する相談援助の展開、若い世
代に生命の大切さを訴える取組をさらに推進していくことが必要である。

第3節 ●●  地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る  
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（1）生後4 か月までの全戸訪問事業
　   （こんにちは赤ちゃん事業）の推進

　生後４か月までの乳児のいるすべての家

庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子

育て支援に関する情報提供等を行うととも

に、支援が特に必要な家庭に対しては適切

なサービス提供につなげる。このようにして、

乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の

機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を

防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図る

「生後４か月までの全戸訪問事業」を 2007（平

成 19）年度より実施している。

　また、子育てに対して不安や孤立感等を抱

える家庭や、様々な原因で養育支援が必要と

なっている家庭に対して、保健師等による具

体的な養育に関する指導・助言、又は子育て

経験者等による育児・家事等を訪問により実

施することにより、個々の家庭の抱える養育

上の諸問題の解決、軽減を図る「育児支援

家庭訪問事業」を推進している。

ようになることや、孤独な子育てをなくすこ

とを、目指すべき社会の姿として掲げている。

　また、「次世代育成支援対策推進法」に基

づき、都道府県や市区町村は国の定めた行

動計画策定指針に則して、地域における子

育て支援等を内容とした地域行動計画を策

定することとなっており、すべての都道府県

と市区町村で策定済みとなっている。

　国では、地域行動計画に基づく市町村の

取組の着実な推進を図るため、2005（平成

17）年度より従来の児童福祉関連補助金を再

編整理し、市町村行動計画をもとに作成され

る毎年度の事業計画の範囲内であれば、各

市町村の自主性・裁量を尊重した柔軟な執

行が可能となる次世代育成支援対策交付金

を創設して、市町村の取組を支援している。

・子育て支援の情報提供

・母親の不安や悩みに

　耳を傾ける

・養育環境の把握

訪　問　内　容

保健師・助産師・看護師、保育士、愛育班員、母

子保健推進員、児童委員、子育て経験者等に

ついて、人材発掘・研修を行い、幅広く登用

ケ
ー
ス
対
応
会
議

育
児
支
援
家
庭

訪
問
事
業

全戸訪問の結果に基づき、
必要に応じケース対応会議
を行うとともに、要支援家庭
に対する訪問指導を行う。

子
ど
も
を
守
る

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
要
保
護
児
童
対
策

地
域
協
議
会
）

ポピュレーションアプローチ ハイリスクアプローチ

生後4か月までの全戸訪問

家　庭　訪　問　者

生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の概要（実施主体：市区町村）第2-4-6図
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第3節 ●●  地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る  

　なお、2008（平成 20）年 11月に成立した

「児童福祉法等の一部を改正する法律」によ

り、2009（平成 21）年４月から、「生後４か

月までの全戸訪問事業」は、「乳児家庭全戸

訪問事業」、「育児支援家庭訪問事業」は、「養

育支援訪問事業」として、児童福祉法上の

事業として位置付けられるとともに、市町村

に対し、その実施に努力義務が課されたとこ

ろである。

（2）地域子育て支援拠点の拡充

　1993（平成５）年度から地域の子育て家

庭に対する育児支援を行うため、保育所にお

いて地域の子育て家庭等に対する育児不安

についての相談指導、子育てサークル等への

支援を行う地域子育て支援センター事業を

実施してきた。

　核家族化や都市化等により地域のつなが

りが希薄化しつつあることを背景として、子

育て中の親等からは、「身近なところでいつ

でも気軽に親子で集える場所」の整備が求め

られている。このため、2002（平成 14）年

度から、おおむね３歳未満の乳幼児とその親

が気軽に集まり、相談、情報交換、交流が

できる「つどいの広場」事業が実施されてき

た。「つどいの広場」については、ＮＰＯを

はじめとする多様な主体により運営されてお

り、公共施設の余裕空間や商店街の空き店

舗などを活用した、身近な場所での設置が進

められてきた。

　また、2007 年度から、地域の子育て支援

拠点について、従来のつどいの広場事業や

地域子育て支援センター事業を再編し、児童

館の活用も図ることとして、地域子育て支援

拠点事業を創設し、その拡充を図ることとし

た。

　具体的には、保育所等において、専業主

婦等の育児不安について相談に応じたり、地

域に出向いた活動を実施する「地域子育て

支援拠点事業（センター型）」や、公共施設

や商店街の空き店舗、民家などを活用し、気

軽に集うことのできる常設のひろばを開設し

て取り組む「地域子育て支援拠点事業（ひ

ろば型）」、民営の児童館において、学齢期の

子どもが来館する前の時間などを利用して実

施する「地域子育て支援拠点事業（児童館

型）」の推進を図っている（2008 年度には全

国で 4,891ヵ所となっている）。

　なお、2008 年 11 月に成立した「児童福祉

法等の一部を改正する法律」により、2009

年４月から、「地域子育て支援拠点事業」と

して児童福祉法上の事業として位置付けら

れるとともに、市町村に対し、その実施に努

力義務が課されたところである。

　また、量的整備とあわせて、共に支え合い、

学び合う地域子育て支援活動の原点に根ざ

した活動を広げていくことが重要な課題であ

るとの認識の下、2004 年４月には、「つどい

地域子育て支援拠点

　・つどいの広場

　・地域子育て支援センター

　・児童館型

4,129か所

694か所

3,435か所

4,386か所

894か所

3,464か所

28か所

4,891か所

1,253か所

3,470か所

168か所

18年度実績 19年度実績
20年度実績

（交付決定ベース）

資料：厚生労働省資料

地域における子育て支援拠点の整備状況第2 -4 -7表
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児の親子登園、園庭・園舎の開放などの子育

て支援を推進しており、2008 年には、子育

て支援の取組をしている幼稚園は全体の約

82％に上っている。

（5）商店街の空き店舗を活用した取組

　かつて地域経済の中心であった商店街は、

近年、事業環境の変化により停滞傾向にあり、

空き店舗の増加等が顕著になっている。商

店街の活性化は、地域経済の活性化、地域

コミュニティの形成にとって重要な要素であ

り、空き店舗の解消・活用は、商店街におけ

る大きな課題となっている。

　このため、商店街の空き店舗を活用して、

地域社会において子育て支援や親子交流拠

点等の機能を担うコミュニティ施設を設置す

ることにより、空き店舗の解消と少子高齢化

社会への対応を図り、商店街に賑わいを創出

することでその活性化を図るための施策を講

じている。

　具体的には、商店街振興組合、商工会、

商工会議所、社会福祉法人、特定非営利活

動法人等が、商店街の活性化を図るために

商店街の空き店舗を活用して保育サービス

施設や親子交流施設等を設置・運営しようと

する場合に、国が施設の設置・運営に要する

経費の一部を補助している。

（1）子育て支援総合コーディネート
の実施

　現在、各市町村において様々な子育て支

援サービスが展開されているが、利用者に

とっては、どこに相談したらよいのか、具体

的なサービス内容がどのようなものかなど、

の広場」等にかかわる実践者等による全国

組織として「つどいの広場全国連絡協議会」

が設立され、各種セミナーの開催等の活動

が展開されているほか、子育てＮＰＯ及び子

育てサークル活動者を対象とした研修も実施

され、地域における子育て支援のネットワー

クづくりを支援している。2007 年４月には、

地域子育て支援の質の更なる向上を図るた

めに「ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議

会」が設立された。

（3）一時預かりサービス（一時保育）
の推進

　就労形態の多様化に対応する一時的な保

育や、専業主婦家庭等の緊急時の保育等に

対する需要に対応するため、一時保育促進

事業を 1990（平成２）年度から実施してい

る（2008 年度予算実施箇所数：7,202 か所）。

なお、一時預かりサービスは、2008 年 11 月

に成立した「児童福祉法等の一部を改正す

る法律」により、2009 年４月から、「一時預

かり事業」として、児童福祉法上の事業とし

て法律上位置付けられるとともに、市町村に

対し、その実施に努力義務が課せられたとこ

ろである。

　
（4）幼稚園における子育て支援活動

　近年、幼稚園は、地域における幼児期の

教育のセンターとして、子育て支援機能を持

ち、いわば「親と子の育ちの場」という役割

を果たすことが期待されるようになってきて

いる。このため、2007 年に改正された「学

校教育法」において、幼稚園は、保護者や

地域住民等の相談に応じて、家庭や地域に

おける幼児期の教育の支援に努めるべきこと

が新たに定められるとともに、2008 年 3 月

に行われた幼稚園教育要領の改訂において

も、子育て支援に関する内容の充実を図った。

　現在、幼稚園における相談活動や未就園

地域における子育て支援の
ネットワークづくり

2
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第4節 ●●  家庭教育の支援に取り組む

子育て支援のネットワークづくりが重要であ

る。

　このため、2004（平成 16）年度からは、

友人のような関係で子育て相談に応じる存在

としてこれまで全国的に配置されてきた「子

育てサポーター」の資質向上を図る「子育て

サポーターリーダー」の養成を行い、子育て

に関する相談体制の充実を図っている。

（3）ファミリー・サポート・センター
の設置促進

　乳幼児や小学生の児童を有する子育て中

の労働者や主婦などを会員として、送迎や放

課後の預かりなどの相互援助活動を行うファ

ミリー・サポート・センターの設置促進を行っ

ている。2008（平成 20）年度は 579 か所で

実施されている。

（2006（平成 18）年度末現在の会員数：援助

を受けたい会員 223,638 人、援助を行いたい

会員 83,836 人、両方会員 29,948 人、活動実

績 1,474,628 件）

第 4 節●家庭教育の支援に取り組む

情報を把握する手段が多岐にわたり的確な

情報を得られにくい状況にある。

　こうしたことから、一時保育や地域子育て

支援拠点事業等の地域における多様な子育

て支援サービス情報を一元的に把握し、利

用者への情報提供等を行う子育て支援に関

するコーディネート業務については、改正児

童福祉法（平成 15年法律第 121 号）により、

2005（平成 17）年度から市町村の責務とし

て位置づけられることとなった。

　これにより、個々の子育て家庭がその状況

に応じた適切なサービスを選択し、利用する

ことを促進するとともに、市町村管内の子育

て支援事業の実施状況が十分かどうかが地

域住民に開示されることにより、市町村にお

けるサービス供給体制の整備が推進される

ことが期待されている。

（2）子育てサポーターリーダーの養成

　子育てやしつけに関する悩みや不安を解

消するためには、子どもを持つ親と地域の

子育て経験者が交流する機会を設けるなど、

家庭教育に関する学習機会や
情報の提供

1

し、近年の都市化、核家族化、少子化、地

縁的なつながりの希薄化などの家庭や家庭

を取り巻く社会状況の変化の中、家庭の教育

力の低下が指摘されている。このような状況

の中で、家庭教育の重要性に鑑み、2006（平

成 18）年に改正された教育基本法において、

新たに家庭教育の規定（第 10 条）が設けら

れた。

　家庭の教育力の向上を図る上で、親が、親

としての学びや経験を通じ、家庭教育につい

　家庭教育は、すべての教育の出発点であ

り、子どもが基本的な生活習慣や、他人に対

する思いやりや善悪の判断などの基本的倫

理観、自立心や自制心、社会的なマナーなど、

「生きる力」の基礎的な資質や能力を育成す

る上で重要な役割を果たすものである。しか


