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を行うほか，全国規模の研修会等を通じ
て，必要な知識・技術の習得に努めてい
る。

４ 子ども・子育て支援等の充実
⑴ 子どもと子育てを応援する社会の実現に向
けた取組（内閣府，文部科学省，厚生労働省，
国土交通省，各省庁）
政府はこれまで，少子化社会対策基本法

（平１５法１３３）に基づき，少子化社会対策大
綱（平成１６年６月）及び「少子化社会対策大
綱に基づく重点施策の具体的実施計画につい
て（子ども・子育て応援プラン）」（平成１６年
１２月）を，さらに，「新しい少子化対策につ
いて」（平成１８年６月），「「子どもと家族を応
援する日本」重点戦略」（平成１９年１２月）等
を策定し，これらを踏まえ少子化対策を総合
的に推進してきたところである。
平成２２年１月２９日，策定から５年が経過し

た少子化社会対策大綱を見直し，新たな「大
綱」として「子ども・子育てビジョン」を閣
議決定した。「子ども・子育てビジョン」は，
これまでの少子化社会対策大綱が「少子化対
策」という視点からつくられたものであった
ことに対し，「子どもと子育てを応援する社
会」の実現を目指す視点へと基本理念を転換
し，社会全体で子どもと子育てを支え，家族
形成や子育てについて個人の希望を実現する
ことを目指しており，「子ども手当」の創設
等の経済面の支援，保育サービス等の基盤整
備及びワーク・ライフ・バランスの推進等，
バランスのとれた総合的な子ども・子育て支
援を推進することとしている。また，「子ど
も・子育てビジョン」では，同ビジョンで掲
げた理念の実現に向けて，平成２２年度から平
成２６年度までの５年間の具体的な施策内容と
目指すべき数値目標を盛り込んでいる。
また，幼保一体化を含め，新たな次世代育

成支援のための制度・給付・財源の包括的・
一元的な制度（以下，「子ども・子育て新シ
ステム」という。）の構築を進めるため，平

成２２年１月に関係閣僚で構成する「子ども・
子育て新システム検討会議」を立ち上げた。
同会議の下で作業グループを開催し，関係者
からのヒアリング等を行い，同年６月に「子
ども・子育て新システムの基本制度案要綱」
を同会議において取りまとめ，少子化社会対
策会議に報告，決定された。
その後，より具体的な制度の検討を進める

ため，同会議の下で有識者等の参画を得て３
つのワーキングチームを開催し，関連法案の
早期提出を目指し，議論を進めている。
このような状況の中で，関係機関では次の

ような取組を進めてきた。
ア 待機児童の解消（厚生労働省）

待機児童の解消については，平成１４年度
から「待機児童ゼロ作戦」を開始し，平成
１６年度に策定された「子ども・子育て応援
プラン」に基づき，「待機児童ゼロ作戦」
の更なる展開として，受入児童数の拡大を
図ってきた。
こうした取組の結果，待機児童数は，平

成１５年をピークに４年連続で減少してきた
が，平成２０年４月１日現在で５年ぶりに増
加に転じ，平成２２年４月１日現在約２万
６０００人となっている（第２―４―５図）。
このような状況等を踏まえ，平成２２年１

月に「子ども・子育てビジョン」を策定し，
保育サービスの定員を毎年約５万人ずつ増
加する目標値を設定，この目標を達成する
ため，平成２３年度予算において，保育所運
営費の確保による保育サービスの量的拡充
等を図ることとしている。
また，平成２０年度第２次補正予算におい

て都道府県に創設した「安心こども基金」
を，平成２２年度補正予算において積み増し
するとともに，平成２２年度末までとしてい
た事業実施期限を平成２３年度末まで延長
し，保育所の整備や認定こども園への支援
等を，重点的に進めている。
さらに，総理指示により，内閣府特命担

当大臣（少子化対策担当）を主査として「待
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機児童ゼロ特命チーム」が設置された。平
成２２年１１月に取りまとめられた「国と自治
体が一体的に取り組む待機児童解消『先取
り』プロジェクト」においては，質の確保
された認可外保育施設への助成や，複数の
家庭的保育者（保育ママ）によるグループ
型小規模保育事業等を進めていくこととし
ている。

イ 地域における子育て支援（厚生労働省）
少子化や核家族化の進行，地域のつなが

りの希薄化等，社会環境が変化する中で，
身近な地域に相談できる相手がいないな
ど，子育てが孤立化することにより，その
負担感が増大している。とりわけ，３歳未
満の子どもを持つ女性の約８割は家庭で育
児をしており，社会からの孤立感や疎外感
を持つ者も少なくない。
このようなことから，平成１９年度から，

身近な場所に子育て親子が気軽に集まって
相談や交流を行う「地域子育て支援拠点事
業」を開始し，①子育て親子の交流の場の
提供と交流の促進，②子育て等に関する相
談・援助の実施，③地域の子育て関連情報
の提供及び④子育て及び子育て支援に関す
る講習を基本事業として推進している。
具体的には，公共施設の空きスペースや

商店街の空き店舗等において実施する『ひ
ろば型』，保育所等において実施する『セ
ンター型』，民営児童館において実施する
『児童館型』の三つの類型により事業展開

を図っており，それぞれ特色を生かした取
り組みを行っている（平成２２年度交付決定
ベース：５５２１か所（うち，「ひろば型」：
１９６５か所，「センター型」３２０１か所，「児童
館型」３５５か所））。
特に，ひろば型においては，平成２１年度

より機能の拡充を図り，一時預かりや放課
後児童クラブ等多様な子育て支援活動を基
本事業と一体的に実施することで，ひろば
型の施設を中心とした関係機関とのネット
ワーク化を推進している。
このような地域における子育て支援の拠

点については，量的な拡充とともに，当事
者自身が共に支え合い，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。このような
認識から，「特定非営利活動法人子育てひ
ろば全国連絡協議会」が組織され，子育て
支援者の資質向上に向け，各種セミナーや
研修会の開催等を行っている。
さらに，乳幼児や小学生等の児童を有す

る子育て中の労働者や主婦等を会員とし
て，送迎や放課後の預かりや病児・病後児
の預かり等の相互援助活動を行う「ファミ
リー・サポート・センター」について，地
域の子育て支援機能の強化に向けて，実施
か所数の拡大を図っている（平成２２年度：
６３７か所）。
ウ 幼稚園における子育て支援（文部科学省）

文部科学省では，幼稚園が地域における

第２―４―５図 待機児童数の推移（平成１３～２２年度）
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幼児期の教育のセンターとしての役割を果
たせるよう，「親と子が共に育つ」という
観点から子育て支援の実施を推進してい
る。具体的には，例えば子育て相談，情報
提供，未就園児の親子登園，保護者同士の
交流の機会の提供等の子育て支援活動が各
幼稚園で実施されている。
地域の実態や保護者の要請に応じて通常

の教育時間の前後に行う「預かり保育」も
各幼稚園で行われており，このような子育
て支援活動や預かり保育が地域や保護者の
ニーズに対応し，幼児の健やかな成長を保
障する活動として実施されるよう，平成２１
年３月に「幼稚園における子育て支援活動
及び預かり保育の事例集」を作成し，その
普及に努めている。

エ 認定こども園制度の普及促進（文部科学
省，厚生労働省）
幼稚園，保育所等のうち，（ア）就学前

の子どもに教育・保育を提供する機能（保
育に欠ける子どもも欠けない子どもも受け
入れて教育・保育を一体的に行う機能），
（イ）地域における子育て支援を行う機能
（全ての子育て家庭を対象に，子育て不安
に対応した相談や親子のつどいの場の提供
等を行う機能）を備える施設について，都
道府県知事等が認定する「認定こども園」
制度が平成１８年１０月から開始された。こ
の，「認定こども園」の認定件数は，平成
２３年４月１日現在，全国で７６２件となって
いる。認定こども園制度の普及促進のた
め，２０年度に「認定こども園制度の在り方
に関する検討会」を立ち上げ，（ア）財政
支援の充実，（イ）会計処理等における二
重行政の解消，（ウ）教育と保育の総合的
な提供の推進，（エ）家庭や地域の子育て
支援機能の強化，（オ）質の維持・向上へ
の対応等の認定こども園における課題につ
いて議論を進め，２１年３月に報告を取りま
とめるとともに，報告書において指摘され
た課題について対応してきた。２２年度にお

いては，これらを踏まえ，更なる制度の普
及促進を図っている。

オ 保育所・幼稚園と小学校との連携（文部
科学省，厚生労働省）
平成２１年４月から一部先行実施されてい

る新しい小学校学習指導要領においては，
幼稚園に加え，新たに保育所との連携や交
流を図ることが盛り込まれるとともに，幼
稚園教育要領においても幼児と児童の交
流，教師同士の交流等の小学校との連携に
ついて盛り込まれた。
これを踏まえ，幼児期の教育と小学校教

育の連携を促進するために文部科学省と厚
生労働省では，平成２１年３月に「保育所や
幼稚園等と小学校における連携事例集」を
作成した。さらに，平成２２年３月から「幼
児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在
り方に関する調査研究協力者会議」におい
て子どもの発達と学びの連続性を確保する
ための教育方法等について検討を行い，平
成２２年１１月に報告書をとりまとめ公表し
た。
また，幼児の学習及び健康の状況を記載

した書類が幼稚園から小学校に送付されて
いることも踏まえ，平成２０年３月に告示さ
れた保育所保育指針において，子どもの育
ちを支えるための資料を保育所から小学校
へ送付することや，保育所の子どもと小学
校の児童との交流や職員同士の交流等の連
携を図ることについて示された。これらの
周知等を通して，保育所・幼稚園と小学校
との連携の促進に努めている。

カ サービスの第三者評価の推進（厚生労働省）
福祉サービスの第三者評価事業の更なる

普及を図るため，福祉サービス共通の評価
基準を定めた「福祉サービスの第三者評価
事業に関する指針について」を平成１６年５
月に策定し，第三者評価の考え方，着眼点
をまとめ，都道府県に通知した。
また，平成１７年５月には，保育所版の第

三者評価基準のガイドラインとして「保育
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所版の『福祉サービス第三者評価基準ガイ
ドラインにおける各評価項目の判断基準に
関するガイドライン』及び『福祉サービス
内容評価基準ガイドライン』等について」
を策定し，都道府県に通知を発出，平成２３
年３月には一部改正し，周知を図った。
加えて，平成２１年３月には，保育現場に

おいて自己評価が円滑に実施され，養護と
教育の充実が図られるとともに，当該自己
評価を基盤とし，客観的な第三者評価にも
資するような，保育士等及び保育所の自己
評価に関するガイドラインを作成し，都道
府県に周知した。

キ 認可外保育施設の質の維持・向上（厚生
労働省）
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た。現在，各
都道府県（指定都市，中核市含む）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
図るとともに，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（平成２２年３月３１日現在の
認可外保育施設数：７４００か所）。
なお，平成１７年４月から，認可外保育施

設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付
を受けた認可外保育施設は，利用料に係る
消費税が非課税とされている。

ク 子育て世帯等の住生活の安定の確保及び
向上の促進（国土交通省）
国土交通省では，「住生活基本法」（平１８

法６１），「住生活基本計画」（平成１８年９月
１９日閣議決定）及び「住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律」（平１９法１１２）に基づき，子どもを育成
する家庭等住宅の確保に特に配慮を要する
者の居住の安定確保を図ること等を旨とし
て，以下の施策を総合的に推進している。
○ 子育てに適した住宅の確保の支援

良質な持家の取得を促進するため，住
宅金融支援機構における証券化支援事業
の優良住宅取得支援制度により，耐久・
可変性能等が特に高い住宅に係る金利引
下げを行っている。
高齢者等が所有する戸建て住宅等を，

広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃
貸することを円滑化する高齢者等の住み
替え支援制度により，子育て世帯等に広
い住宅を供給する取組を支援している。
子育て世帯等を対象とした良質な賃貸

住宅の供給を支援するため，地域優良賃
貸住宅制度により，整備費助成や家賃低
廉化助成を行っている。
また，都市再生機構の民間供給支援型

賃貸住宅制度により，良質なファミリー
向け賃貸住宅の供給を促進した。

○ 子育て世帯の居住の安定の確保
公営住宅においては，小さな子どもの

いる世帯や多子世帯等について，入居者
の選考に際し地方自治体の判断により優
先入居の取扱いを行っている。また，小
学校就学前の子どものいる世帯につい
て，入居収入基準を緩和している。
都市再生機構賃貸住宅においては，子

育て世帯や子育て世帯との近居を希望す
る支援世帯に対して，新規賃貸住宅募集
時の当選倍率優遇や，既存賃貸住宅募集
時の優先申込期間の設定をしている。
また，民間賃貸住宅においては，あん

しん賃貸支援事業により，子育て世帯等
の入居の円滑化と安定した賃貸借関係の
構築を支援した。

○ 子育て支援施設を併設した住宅の供給
大規模な公共賃貸住宅団地の建替えに

際し保育所等との併設を推進するととも
に，平成２２年度からは，子育て世帯等向
け先導的な住まいづくり・まちづくりに
関する取組についても支援している。
また，市街地再開発事業等における施

設建築物内への保育所等の導入の促進，
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総合設計制度における保育所等に係る容
積率制限の緩和等を行っている。
平成２１年１０月には児童福祉法（昭２２法

１６４）の改正に併せ，家庭的保育事業の用
に供する施設を，公営住宅建替事業にお
いて建替え後の戸数要件が緩和される特
例対象に追加した（平成２２年４月施行）。

○ 子育てに適した良好な居住環境の形成
都心における職住近接により子育て世

帯を支援するため，都市型住宅の供給を
促進している。
また，シックハウス対策として，建築

基準法（昭２５法２０１）においてホルムア
ルデヒドに関する建材の制限，換気設備
設置の義務付け等が規定されている。
さらに，健康を維持，増進させるよう

な住宅やコミュニティに関する調査研究
を進めている。

５ 子ども・若者を取り巻く有害環境等への対応
⑴ 青少年インターネット環境整備法の的確な
施行等
ア 関係業界の自主的な取組（内閣府，警察庁）

メディアが提供する情報には，有用なも
のも多い反面，特に性・暴力表現に関する
情報等は，子どもに悪影響を及ぼす場合が
あるとの指摘もあるなど懸念される状況に

ある。青少年を取り巻く有害情報対策に
は，まず，関係業界自身が自主的な取組を
図ることが大切である。
警察では，有害図書類の少年への提供に

ついて，関係機関や地域住民と連携して業
界の自主的措置を促進するよう指導を強化
するとともに，悪質な業者に対する取締り
の強化を図っている。
なお，現在行われているマスコミを始め

関係業界等の取組の状況は，第２―４―１表の
とおりである。

イ 実態の把握（内閣府，文部科学省）
内閣府では，平成２１年度より，青少年イ

ンターネット環境整備法の実施状況のフォ
ローアップのための基礎データを得ること
を目的として，青少年及びその保護者を対
象に，青少年のインターネットの利用状況
やフィルタリングの普及状況等を調査する
青少年のインターネット利用環境実態調査
を実施しており，平成２２年度調査結果※３３

を平成２３年２月に公表した。
文部科学省では，学校・教育委員会が実

施している学校ネットパトロールについて
の調査研究を行っている。また，平成２３年
度においては，青少年と携帯電話等メディ
アに関する調査研究を行うこととしてい
る。

※３３ http://www８．cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h２２／net/jittai/html/


