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第1節 乳幼児期

1.母子の健康の確保・増進
� 安全で快適な妊娠出産の確保

安全で快適な満足できる「いいお産」につい

て，関係者や妊婦が共通の理解を持つことが

できるよう，妊産婦健康診査等様々な機会を

とらえて働きかけを行うとともに，シンポジ

ウムの開催などにより啓発を行っている。ま

た，女性が求める妊娠・出産期におけるケアの

内容等に関する研究などの推進に努めるとと

もに，周産期医療の充実を図っている。

� 地域保健の充実

育児不安の解消や産後うつ病への対応な

ど，妊産婦の心の健康確保のため，市町村にお

ける妊産婦・乳幼児健康診査，１歳６か月児健

康診査，３歳児健康診査，妊娠，出産，育児や乳

幼児の保健についての一貫した指導等の母子

保健事業を推進している。

� 小児医療の充実

子どもが地域においていつでも安心して医

療サービスを受けられるよう，救急医療体制

を含め，小児医療の充実を図っており，若手小

児科・産科医師の確保・育成に関する調査研究

を進めている。小児医療に係る診療報酬上の

評価については，平成16年度診療報酬改定に

おいて，小児救急医療体制，特に夜間診療体制

に応じた評価や，専門的な小児入院医療等に

対する評価の充実を図るとともに，新生児救

急医療について，新生児入院医療管理加算の

見直し等の評価の充実を図った。

また，小児慢性特定疾患治療研究事業は，

長期にわたり療養の必要な慢性疾患にかかっ

ている児童に対して，医療の給付等を行うも

のであるが，本事業の実施の根拠を法定化す

るとともに，給付内容の改善・重点化を図る

こと等を内容とする児童福祉法の改正案が，

第159回通常国会に提出された。

� 「食育」の推進

出産前からの適切な食生活を支援し，乳幼

児期からの望ましい食習慣の定着を図るた

め，妊産婦や子育て家庭を対象とした食に関

する学習機会や情報の提供を推進している。

また，「食を通じた子どもの健全育成（－い

わゆる「食育」の視点から－）のあり方に関す

る検討会」において，次代を担う子どもが「食」

を通して心身ともに健やかに育つための取組

を一層充実させていくために，子どもの「食」

に関する支援ガイドの作成に向けて，平成15

年６月から検討を行い，平成16年２月に，①発

育・発達過程に応じて，具体的にどのような

“食べる力”を育んでいけばよいのか，②“食べ

る力”を育むための具体的支援方策の例など

を内容とする報告書を取りまとめたところで

ある（報告書の詳細については，厚生労働省ホ

ームページ参照）。

文部科学省では，子育てのヒント集として

の「家庭教育手帳」等を作成・配布してきた。平

成16年度は，食に関する内容等を充実させる

など改善を図り，新たに作成した「家庭教育手

帳」を乳幼児や小中学生の子どもを持つ親に

配布することとしている。

2.子育て支援の充実
� 男女共に子育てと就業が両立しやすい職場

づくり

少子化が急速に進行する中で，平成15年に

決定した「次世代育成支援に関する当面の取

組方針」（平成15年３月14日少子化対策推進

関係閣僚会議決定）を受けて平成15年７月に

成立した次世代育成支援対策推進法（平15法

120）に基づく行動計画の策定・実施が円滑に

進むよう，一般事業主等に対し，周知等を図る

とともに，取組方針において男女別の育児休
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業取得率等の目標値（男性10％，女性80％）を

設定したことも踏まえ，男女労働者ともに育

児休業を取得しやすい環境の整備並びに子の

看護のための休暇制度及び小学校就学の始期

までの勤務時間短縮等の措置の導入促進に重

点を置いて行政指導を実施している。また，仕

事と育児・介護とが両立できる様々な制度を

持ち，多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選

択できるような取組を行うファミリー・フレ

ンドリー企業の普及を促進するため，企業に

おける仕事と家庭の両立のしやすさを示す両

立指標を開発し，各企業における活用を図っ

ている。

また，政府目標である「年間総実労働時間

1,800時間の達成・定着」に向け，年次有給休暇

の取得促進と所定外労働の削減に重点を置い

た取組を行っている。また，労働時間の延長の

限度等に関する基準を改正し（平成16年４月

から施行），引き続き長時間労働の削減に向け

て取り組んでいくこととしている。

さらに，平成16年には仕事と子育ての両立

支援等をより一層推進するため育児休業期間

の延長や子の看護休暇制度の創設等を内容と

する育児・介護休業法の改正案が，第159回通

常国会に提出された。

また，特に，農業経営と家事・育児・介護等の

負担が大きく，過重労働になりがちな農山漁

村の女性の負担を軽減するため，地域への意

識啓発や労働管理・母性保護等に関する研修

の実施，子育て相談の実施など地域のサポー

トシステムづくりに対する支援を行っている。

� 育児等退職者の再就職支援

育児，介護等のために退職し，将来，再就職

を希望する者に対し，再就職準備に役立つセ

ミナーの開催及び情報提供などを実施している。

また，再就職準備に関する情報及び育児・介

護サービスに関する情報をインターネットで

総合的に提供している。

さらに，平成16年度からは，キャリアコンサ

ルタント等による相談の実施等，再就職準備

のための計画的な取組が行えるようきめ細か

い支援を実施する。

� 待機児童ゼロ作戦

保育所，保育ママ，地方公共団体における単

独施策及び幼稚園における預かり保育等を活

用し，平成14年度から平成16年度までに計15

万人の受入児童数の増大を図るための取組を

推進している。

また，学校の余裕教室や廃止される公立学

校を保育所に転用する場合に補助を行うな

ど，既存の社会資源を有効に活用した施設整

備を推進するとともに，公設民営方式の推進

を図っている。

ニーズに応じた多様な保育サービスの提供

を推進するため，保育所設置主体の制限の撤

廃など，既に規制緩和された事項について，地

方公共団体に周知徹底を図っている。

さらに，平成16年度においては，待機児童ゼ

ロ作戦をさらに強力に推進するため，待機児

童解消のための保育所の緊急整備の実施，パ

ートタイム労働者等が保育所を利用しやすく

するため，週２・３日程度又は午前か午後のみ

必要に応じて利用できる特定保育事業につい

て，対象年齢を3歳未満から就学前までに拡充

する措置を講じた。さらに，平成17年度から，

待機児童が50名以上いる市町村等に対し，待

機児童解消のための計画策定の義務付けなど

の措置を講じることとしている。

� 子育て相談の充実

専業主婦家庭を含めたすべての子育て家庭

を支援するため，3,000カ所を目標に子育てに

ついての相談や保育所やベビーシッター等地

域の子育てサービスに関する情報提供，子育

てサークル等の支援を行う地域子育て支援セ

ンターの設置・活用を推進している。

また，保育士についても，保育所における保
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育だけでなく地域の子育ての中心的な役割を

担えるようにするため，乳幼児の保育に関す

る相談・助言に必要な知識及び技能の修得，維

持及び向上を図るための取組を支援してい

る。

� 多様な主体による子育て支援とネットワー

クづくり

ア　地域における子育て支援

少子化，核家族化等を背景として，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」が求められてい

る。こうした子育て中の親子が気軽に集ま

り，相談，情報交換，交流ができる「つどいの

広場」について，NPOをはじめとする多様

な主体により，余裕教室等公共施設の余裕

空間や商店街の空き店舗などを活用しつ

つ，身近な場所での設置を推進することと

している。平成16年度においては，85か所か

ら500か所への箇所数の大幅増などの支援

の充実を図ることとしており，地域におけ

る子育て支援の中核をなすものとして，今

後，更なる展開が期待されている。

また，地域における子育て支援の担い手

として，子育てに関する活動を行うNPO，

子育てサークルをはじめとする様々な地域

の社会資源を十分かつ効果的に活用するこ

とにより，子育て家庭に対するきめ細かな

子育て支援サービスの提供及びサービスの

質の向上が図られることが期待できること

から，地域において子育て支援のネットワ

ークの形成を促すことが必要である。

さらに，次世代育成支援対策推進法に基

づき，すべての市町村及び都道府県におい

ては，平成16年度末までに，国が定める指針

（行動計画策定指針）に即して，「地域の子育

て機能の再生」等のための具体的な取組方

策を掲げた行動計画を策定することとされ

ており，地域の実情に応じて，次世代育成支

援に関する総合的かつ具体的な取組を盛り

込むことが求められている。また，次世代育

成支援対策推進法と併せて成立した改正児

童福祉法（平15法121）においては，子育て支

援事業（居宅における支援，短期預かり支援，

相談・交流支援）が法定化されるとともに，

市町村はその実施の責務を有することとさ

れたところであり，今後，市町村において子

育て支援事業の充実・強化が図られるとと

もに，市町村及び都道府県行動計画に位置

づけられることにより，真に実効性のある

取組が進められることが重要である。

また，急な残業など変動的・変則的な保

育・介護ニーズに対応するため，地域におけ

る育児に関する相互援助活動を行うファミ

リー・サポート・センター（地域において援

助を行いたい者と援助を受けたい者からな

る会員組織）について，地域の子育て支援機

能の強化に向けて，実施箇所数の拡大を図

っている。

イ　幼稚園における子育て支援

文部科学省では，幼稚園が地域の幼児教

育のセンターとして，子育て支援機能を充

実し，「親と子の育ちの場」としての役割を

果たすため，幼稚園における相談活動や子

育てのネットワークづくり，通常の教育時

間の前後に行う「預かり保育」などの子育て

支援活動を推進している。

ウ　家庭教育支援の充実

文部科学省では，平成14年７月の「今後の

家庭教育支援の充実についての懇談会」報

告等を踏まえ，家庭教育に関する様々な学

習機会の提供等を通じ，家庭教育を支援し

ている。

厚生労働省とも連携し，就学時健診等の

多くの親が集まる機会を活用した子育て講

座の開設や，子育てやしつけに関する悩み

や不安を持つ親に対して，気軽に相談にの
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るための，子育て経験者等の「子育てサポー

ター」の配置等を行う事業に対し補助を行

った。また，一人一人の親が家庭を見つめ直

し，それぞれ自信を持って子育てに取り組

んでいく契機となるよう，家庭でのしつけ

の在り方等を盛り込んだ「家庭教育手帳」等

の作成・配布などに取り組んでいる。

さらに，平成16年３月の「家庭教育支援に

おける行政と子育て支援団体との連携につ

いての調査研究委員会」報告等も踏まえ，平

成16年度においては，子育てサポーターの

資質向上を図るリーダーの養成や子育て中

の親等に対する様々な機会を活用した家庭

教育に関する学習機会の提供等を行う「家

庭教育支援総合推進事業」や，全国的な家庭

教育支援の機運を高めるための「全国家庭

教育フォーラム」（全国２地域）を新たに実

施する。また，これまでの「家庭教育手帳」等

を2分冊から３分冊にするなど，より子ども

の発達段階に応じた内容に充実を図った上

で新たに作成した「家庭教育手帳」の配布等

を行うこととしている。

� 経済的支援

児童手当については，我が国における急速

な少子化の進行等を踏まえ，総合的な次世代

育成支援対策を推進するため，子育てを行う

家庭の経済的負担の軽減を図る観点から，こ

れまで義務教育就学前までとされていた児童

手当の支給対象年齢を，小学校第３学年修了

までに引き上げるため，児童手当法改正案が

第159回通常国会に提出された。

3.保育所・幼稚園等での養護・教育の充実
� サービスの第三者評価の推進

福祉サービスの第三者評価事業を推進する

ため，都道府県レベルでの第三者評価機関の

認証ガイドラインや評価調査者の研修体制の

整備について検討しており，平成16年度早期

に第三者評価事業の実施に関する新たな指針

を示すこととしている。

保育サービスについても，この指針に基づ

き，都道府県と連携し第三者評価事業を推進

する。

� 認可外保育施設の指導監督の強化

認可外保育施設に対し，より実効性の高い

監督が行えるようにするため，平成13年に届

出制が創設されるとともに，勧告・公表が監督

手段として規定されている。現在，各都道府県

においてこれらの制度改正に基づく指導監督

を実施し，認可外保育施設の質の維持・向上を

図っている。さらに良質な認可外保育施設が

認可保育所に転換しやすくなるよう支援・指

導を行っている。

� 保育所と幼稚園の連携強化と一体的運営の

推進，新しい体制の整備

幼稚園と保育所は，異なる目的・役割を持つ

施設であるが，両施設とも小学校就学前の幼

児を対象としていることから，それぞれの特

性を生かしつつ，地域や保護者の多様なニー

ズに応えるため，文部科学省と厚生労働省は，

その連携を強化するよう努力している。具体

的には，幼稚園と保育所の施設の共用化の推

進，教育内容・保育内容の整合性の確保，幼稚

園教諭と保育士の合同研修の実施，資格の併

有の促進，幼稚園と保育所の連携事例集の作

成などの取組を行っている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針」（骨太の方針2003）において検討すること

とされた「就学前の教育・保育を一体として捉

えた一貫した総合施設」については，子どもの

視点に立ち，小学校就学前の子どもに対し，質

の高い保育・教育を提供するとともに，子育て

家庭の視点に立ち，地域の多様な子育てニー

ズに応える観点から検討を進めている。今後

のスケジュールについては，平成16年度中に

総合施設の在り方について基本的な考え方を
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取りまとめ，平成17年度に試行事業を先行実

施するなど様々な準備を行い，平成18年度か

らの本格実施を目指すこととしている。

� 保育所・幼稚園と小学校との連携推進

幼児期の教育と小学校教育との間で円滑な

移行や接続を図るため，文部科学省では，幼稚

園・保育所・小学校間の連携体制の構築や免

許・資格併有の促進に関する大学等教員養成

機関，教育委員会，教育機関等の連携の在り方

などについての調査研究を実施している。

� 安全教育

ア　保育所・幼稚園における安全教育

保育所・幼稚園においては，子どもが危険

な場所・遊び方を認識し，災害や犯罪等の被

害を防止するための行動の仕方を身に付け

るため，安全教育を推進しており，警察では，

保育所・幼稚園と連携して，子どもが犯罪の

被害に遭わないための防犯教室・訓練を行

うとともに，保護者に対しても講習を実施

している。

文部科学省においては，幼稚園における

安全教育の充実を図るため，防犯や応急処

置等の訓練により，幼児の安全対応能力の

向上を図る「防犯教室」の開催の支援を行う

等の施策を推進している。

イ　交通安全教育

警察では，基本的な交通ルールを遵守し，

交通マナーを実践する態度とともに，安全

な通行に必要な基本的技能と知識を習得さ

せるため，保育所・幼稚園等において，家庭

及び関係機関・団体等と連携・協力を図りな

がら，交通安全教育を計画的かつ継続的に

実施している。

ウ　防災教育

幼稚園，保育所等を通じて，子供たちに正

しい火の取扱いや，災害時の行動，消防の仕

事への理解，防災思想の普及を目的とした

防災教育を推進している。また，e－ラーニ

ング（防災・危機管理e－カレッジ）において，

子供たちに向けたコンテンツを平成16年度

内に開発する。

第2節 学童期

1.健康の確保・増進
� 学校における教育・相談体制の充実

ア　学校における健康教育

学校においては，子どもの健康や安全に

関する様々な課題に対応するため，専門家

の協力も得ながら，学校の教育活動全体を

通じて，心の健康に関する指導，薬物乱用防

止教育，発達段階に応じた性に関する指導，

感染症対策，環境衛生への適切な対応，安全

教育，食に関する指導等，健康教育の充実を

図っている。

文部科学省では，平成16年度から，学校と

地域保健の連携を図り，子どもの心身の健

康相談活動の充実に資する「学校・地域保健

連携推進事業」を実施する等，学校における

健康教育の充実を図るための施策を推進し

ている。

イ　食に関する指導

平成16年１月，中央教育審議会において，

答申「食に関する指導体制の整備について」

が取りまとめられた。この答申では，学校と

家庭，地域社会が連携して食に関する指導

の充実を図ることが重要であり，そのため，

「栄養教諭」制度を創設し，学校栄養職員が

持つ食に関する専門性に加え，教育に関す

る資質を併せ持つ者が中心となって食に関

する指導を担っていくことが重要であるこ

となどが提言されている。この答申を受け


