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※②～⑩の事業については、児童福祉法等により現在も事業を実施。現行の事業の現状を踏まえつつ、これ
らを子ども・子育て新制度上に位置づけるにあたって必要な事業の充実や運用の改善について、それぞれ検
討する（※ただし妊婦健診については、「望ましい基準（厚生労働大臣が定める）」を、現行の局長通知等をベ
ースに策定する）。

※「⑪放課後児童クラブ」については、今般の児童福祉法改正で、市町村が条例で設備及び運営係る基準を
定めることとされたところであり、国は条例制定のための基準（厚生労働省令）等について社会保障審議会
児童部会を中心に検討する。

※⑫、⑬の事業については、幼稚園、保育所等の運営状況を踏まえて詳細を検討する。 1
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＜参考：地域子ども・子育て支援事業 関係条文＞

◎子ども・子育て支援法（抄）
第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計

画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども ・

子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する

各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の 提供及び助言を行うとともに、関係機関

との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業

二 支給認定保護者であって、その支給認定子ども（第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当するもの

を除く。以下この号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。）が、やむを得ない理由により利用日及び利用時

間帯（当該支給認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育（特定教育・保育（保

育に限る。）、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。）の提供に関する契約において、当該保育

認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定めら

れた日及び時間帯をいう。）以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保

育（保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。）を受けたものに対し、内閣府令で定め

るところにより、当該支給認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保

育を確保する事業

三 支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基

準に該当するもの（以下この号において「特定支給認定保護者」という。）に係る支給認定子どもが特定教育・保育、特別

利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育（以下この号において「特 定教育・保育等」という。）を受けた場

合において、当該特定支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費

用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるものの全部

又は一部を助成する事業

四 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教

育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
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五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業

六 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業

七 児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業

八 児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童

対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業

九 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業

十 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業

十一 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業

十二 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業

十三 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業

◎児童福祉法（抄）

第六条の三

②この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にい

ないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る

事業をいう。

③この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難と

なつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、

その者につき必要な保護を行う事業をいう。

④この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域内における原則としてすべての乳

児のいる家庭を訪問することによ り、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその

保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。



⑤この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握

した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下

「要支援児童」という。）若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養

育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦（以下「特定妊婦」という。）（以下 「要支援児童等」

という。）に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その

他必要な支援を行う事業をいう。

⑥この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の

交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

⑦この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育（養護及び教育（第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼

児に対する教育を除く。）を行うことをいう。以下同じ。）を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生

労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第二条第六項に規定する

認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。）その他の場所において、一時的に預

かり、必要な保護を行う事業をいう。

⑬この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭にお

いて保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認

定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

⑭この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受

けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者（個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。）との連絡

及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。

一 児童を一時的に預かり、必要な保護（宿泊を伴つて行うものを含む。）を行うこと。

二 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。

◎母子保健法（抄）
第十三条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は

健康診査を受けることを勧奨しなければならない。

② 厚生労働大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。
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①趣旨
子どもや保護者が、認定こども園・保育所・幼稚園での学校教育・保育や、一時預かり、放課後児童クラブ等の
地域子育て支援事業の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行う
都市部のみならず広く市町村での実施を念頭に制度化

②事業内容
教育・保育施設や地域の子育て支援の事業等の利用について情報集約と提供を行うとともに、子どもや保護者
からのそれらの利用にあたっての相談に応じ、それらの人々に必要な情報提供・助言をし、関係機関との連絡調
整等を行う

③実施場所
子どもや保護者の身近な場所等

(1) 事業の要件（子ども・子育て支援法第59条第1号）

本事業は、当初の政府案では地域子ども・子育て支援事業には位置づけられていなかったが、国会における審
議の過程でその重要性が共通認識となり、自公民の３党合意（※）において、子ども・子育て支援法に「市町村が
利用者支援を実施する事業を明記する」とされたことを受けて法定化された。
※『社会保障・税一体改革に関する確認書（平成24年６月15日）（子育て関連部分）』

新制度では多様な教育・保育や事業が用意され、待機児童の解消等のためにそれらを個々のニーズに応じて確
実に提供するべく、子どもや保護者がそれらの中から自分の家庭に一番ふさわしいメニューを、確実かつ円滑に
利用できるようなコーディネーションが必要であると考えられたもの。

(2) 事業法定化の経緯

① 利用者支援（新規）
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◎横浜市：保育コンシェルジュ

・市内１８の全区役所に職員（非常勤）を配置

・コンシェルジュに保育士等の資格は求めていないが、配置時や配置後に業務に関する研修を受講

・地域の保育資源等（保育所・幼稚園・認定こども園、横浜保育室、家庭的保育、一時預かり等）の情報を収集

・保育等の利用の相談に応じ、個々のニーズや状況にマッチした施設等の情報を提供する

・保育所に入所保留となった保護者のアフターフォローも行う
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◎松戸市：子育てコーディネーター

・地域子育て支援拠点の中心スタッフを「子育てコーディネーター」として養成

・現時点で市内１５か所に２２人を配置。

・子育ての悩み等の相談を受け付け、保育所・幼稚園等の子育て支援施設・事業の情報提供や専門の機関へ

の紹介を行う。

・訪れやすさを考慮し、親子にとって身近な地域の「拠点」で実施している

・年間のべ約１８万人の親子が利用

(３) 事例 ※詳細は後の参考資料参照のこと



(４) 主な検討課題と考え方
①事業内容の範囲
※事業の枠組みについては、子ども・子育て支援法の条文（第５９条第１号）に則して以下の通り
◎子どもと保護者の身近な場所において以下を総合的に実施
１）子どもと保護者からの相談に応じた、必要な情報の提供・助言
２）関係機関との連絡調整
３）その他の内閣府令で定める便宜の提供

◆具体的な施設・事業の利用の前段階の相談対応も重要
→地域子育て支援拠点事業など他の事業や施設との連携、すなわち関係機関のネットワークづくり・連携確保が必要か。
◆子どもと保護者からの相談に応じた、必要な情報の提供・助言（上記「１）」）を円滑に行うためには、既存の施設・事業のみを対
象とするのではなく、地域の子育て資源を充実・強化する取り組みを併せて行うことが必要
→世代間交流や地域のボランティアとの協働など（＝「地域支援」）

②実施場所
※子ども・子育て支援法には、「子ども及びその保護者の身近な場所」と規定→「地域子育て支援拠点」などの相談機能を有す
る場所で実施することにはメリットがあるが、待機児童のいる自治体など市町村庁舎等での実施が必要なケースもある。現状
での類似事業も実施場所はさまざま。
◆「地域子育て支援拠点」での実施に加え、市町村の窓口や子育て家庭に対する相談機能を有する施設など、多様な場所での
実施を可能としつつ、利用の支援・援助の前段階での相談対応も適切に行われるよう求めるという方向性かが考えられるがど
うか。

③事業の担い手
◆幅広い実施を図るため、市町村の職員やNPO等も含め多様な主体による実施とする。
◆人的要件をどのように設定するか。
○「①」で挙げられている事業内容（再掲）に応じた検討が必要
１）相談、情報提供、助言
２）連絡調整
３）その他（地域支援等）
○先行自治体の人的要件を見ると、地域子育て支援拠点の職員、（保育コンシェルジュの事例）、保育士等があるが、事業内容
に即して考えれば、地域の子育て資源等についての一定の研修を求めることが考えられるがどうか。
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・ 横浜市の非常勤嘱託員である保育コンシェルジュは、保育サービスに関する専門相談員。
（保育士等の資格は特に求めていない）
・ 保育を希望する保護者の相談に応じ、認可保育所のほか、横浜保育室や一時預かり事業、幼稚園預かり保育などの
保育資源・保育サービスについて情報提供を行う。
・ 保護者ニーズと保育サービスを適切に結びつけることを目的とし、各区のこども家庭支援課に配置されている。

※ 配置状況：平成２５年４月現在１８区２１名体制

・ 配置時に３日間研修を実施。各区の個別的な内容については随時研修を実施。

保育コンシェルジュとは？

参考）横浜市の保育資源と保育サービス

保育資源
認可保育所、認可外保育施設（横浜保育室、一般認可外保育施設、事業
所内保育施設、ベビーホテル）、
家庭的保育福祉員、NPO等を活用した家庭的保育、
幼稚園、認定こども園等

保育サービス

一時保育、私立幼稚園預かり保育、乳
幼児一時預かり、
横浜子育てサポートシステム等

横浜市の保育コンシェルジュ事業について

１ 保育サービスの利用に関する相談業務
区窓口、電話、地域子育て支援拠点等の出張先において、保育を希望する保護者の相談に応じ、個別のニーズや状況を把握し、

適切な保育資源、保育サービスの情報提供を行う。

２ 入所保留児のアフターフォロー業務
保育所入所保留となった保護者に対し、保育状況や意向確認等を行い、ニーズにマッチした認可保育所以外の保育資源、

保育サービスの情報提供や紹介を行う。

３ 保育資源・保育サービスの情報収集業務
区内を中心とした保育資源や保育サービスの提供施設等と連携を図るため、入所状況、サービス利用状況等の情報を収集する。

さらに、収集した情報をデータ整理し、相談・案内時に情報提供できるツールとしてまとめる。

４ その他保育サービスの提供に関すること

具体的な業務
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松戸市 子育てコーディネーター①

• 乳幼児をもつ保護者への支援

担当保育士が電話・メール・来所相談を受付

地域子育て支援拠点事業
・おやこDE広場（市内15ヶ所）
（子育て支援交付金・地域子育て支援拠点事業ひろば型）

公共施設のスペース等を利用した広場。0～3歳児向け
公営2ヶ所、NPO委託12ヶ所（7団体）、学校法人委託1ヶ所
・地域子育て支援センター（市内4ヶ所）
（子育て支援交付金・地域子育て支援拠点事業センター型）

民間保育園4園にて実施。就学前児童まで曜日と時間を分けて広場を開放
担当保育士が電話・メール・来所相談を受付

赤ちゃん教室
市の保健師を施設に派遣し相

談・講座を実施

松戸市子育てコーディネーター
施設のスタッフを、子育てコーディネーターとして養成し、保育所・幼稚
園をはじめとした子育てに関する支援サービスの紹介や相談の受付

を行う

登録。各団体は名簿から必要に応じて職員として採用。

子育て支援スタッフ養成講座
（23年度子育て支援交付金・次世代育成支援人材養成事業）

松戸市子育て人材バンク
子育て支援関連の施設への就労を希望する市民に対し、
委託した市内の私立大学で講座を行い、人材バンクに
登録。各団体は名簿から必要に応じて職員として採用。

高校生と赤ちゃんの
ふれあい体験

市内の高校の生徒と乳幼児および
保護者のふれあいをサポートするた
め、施設の運営団体のスタッフが参加

人
材
の
派
遣

人
材
の
登
用

おやこDE広場ネットワーク会議

子育て支援センター連絡会

各団体間で
連携し質を
向上
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市内の子育て支援施設・施策・サービス
地域子育て支援拠点

• 松戸市子育てコーディネーター認定事業
市が「子育てコーディネーター」として認定した地域子育て支援拠点で働くスタッフが、利用
者に地域における多様な子育て支援サービスの紹介を行ったり、子育てに関する相談を受
け専門の施設へ繋ぐ役割を担う

松戸市 子育てコーディネーター②

保育所

幼稚園

母子保健事業
（予防接種等）

利用者
こども発達セン

ター

地域の保健師

家庭児童相談

紹介･相談

子育て
コーディネーター
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① サービス・給付内容
公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の
親子の交流・育児相談等の基本事業を実施。
また、地域機能強化型では利用者支援・地域支援機能を
付加し、機能強化。（一般型；週3日以上・１日5時間以上、地
域機能強化型；週5日以上・１日5時間以上、連携型；週3日
以上・1日3時間以上の開設）

② 実施状況

《実施箇所数》 7,860箇所 ※地方単独分(H23)含む。

（うち国庫補助分 5,968箇所（H24年度交付決定ベース） ）

(1) 概要

(2) サービス提供・給付責任

施設整備補助
安心こども基金による補助有り

《国庫補助対象》 市町村（市町村自ら設置主体となる場合に限る）

《国庫補助単価（総事業費ベース）》 約1200万円
《費用負担》 国１／２相当、市町村１／２相当

(3) 基盤整備

② 地域子育て支援拠点事業

サービス提供・給付の義務付けはない。（※市町村の判断（児童福祉法に事業の着実な実施に向けた努力義務有り））

(4) 事業開始規制等
都道府県知事に対する届出 （主体制限なし）

① 交流の場の提供・交流促進
② 子育てに関する相談・援助
③ 地域の子育て関連情報提供
④ 子育て・子育て支援に関する講習等

基 本 事 業

① 子育て関連事業の利用にあたっての支援する取組（＝利
用者支援）

② 地域における親・子の育ちを支援する取組（＝地域支援）

機 能 強 化 （地域機能強化型）
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① 人員配置
・子育ての知識と経験を有する専任の者を２名以上配置（一般型の場合）
・育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情や社会資源に精通し
た専任の者を２名以上配置（地域機能強化型の場合）
・子育ての知識と経験を有する専任の者を１名以上配置（連携型の場合）

② 研究会・セミナーへの参加
・事業主体は従事者の資質・技能の向上を図るため、各種研修会やセミナーへの積極的参加に努める。なお、地域機能強化型
の施設に従事する職員には子ども・子育て関連３法に基づく新制度の円滑な施行にむけて、各種研修会等へ積極的に参加さ
せ、新制度に関する情報集約・関係者との意見交換等を通じて資質等の向上を行わなければならない。

(6) サービスの質の確保に関する仕組み

①サービスの必要性の判断 ／ ②サービス利用の流れ ／③利用料
すべての乳幼児の親子等を対象とした事業であり、サービス利用に際しての申込み等は原則不要。事業を実施するために必
要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(5) サービス利用の仕組み

① 運営主体に対する支払い
各市町村が補助額等を決定。（※都道府県が造成した安心こども基金に国が積み増し、都道府県が管内市町村に対し国庫補
助相当額を交付し、市町村が自らの負担分を併せて、それぞれの補助対象事業の実施主体に対する補助を実施。）
（総事業費ベース）１施設当たり年額1,049万円相当
（一般型 常勤職員配置あり 週５日開所 地域の子育て支援活動の展開を図るための取組を実施する場合）

② 費用負担
右記の割合で公費負担。
（※予算に応じて負担するいわゆる「裁量的経費」）

③ 費用額
安心こども基金（約６，８４２億円（Ｈ２４年度補正予算案までの積み増し額の計））の内数

(7) 費用負担

国市

【国1/2、市1/2】
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13

①量的拡大をどう図るか
◆実施か所数は、近年着実に増加しているが、子ども・子育てビジョンの目標にはなお隔たりがある。

②質の担保

◆多様な実施形態があり、利用状況も拠点によって様々な中、質の評価を事業にどう組み込んでいくのかについ
て検討が必要。また、その質を評価・点検する仕組みについても透明性の確保などに留意しつつ、検討が必要

③利用者支援事業など他の地域子ども・子育て支援事業との連携・役割分担

(８) 主な検討課題と考え方

地域子育て支援拠点事業か所数の推移

H20 H21 H22 H23 H24

国庫補助分 4,851 5,173 5,440 5,654 5,968 

市町村単独分 1,935 1,833 1,892 1,892 

計 4,851 7,108 7,273 7,546 7,860 

※平成23年度までは実績値、平成24年度は交付決定ベース。

※平成24年度市町村単独分は平成23年度市町村単独分の施設数を仮置。
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実施主体 運営主体 利用対象者 実施場所 事業従事者 創設年度 実施か所数（23年度）

市町村
（特別区を含む）

ＮＰＯ、社会福祉法人
等に委託等可

乳幼児及び保護者

・公共施設
・空き店舗
・保育所
・児童館　等

・子育て支援に関して
意欲があり、子育てに
関する知識・経験を有
する者
・保育士 　　　等

Ｈ１９年度

7,860か所（地方単
独分(H23)含む）
（うち国庫補助分5,968

箇所、平成２４年度交付
決定ベース）

○ 公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児
  のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施

○　NPOなど多様な主体の参画による地域の支え合い、子育て
  中の当事者による支え合いにより、地域の子育て力の向上を図
  る。

〈次の①～④の取組を基本事業としてすべて実施〉
　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
　④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

〈地域機能強化型では上記基本事業に加え以下の取組を実施〉
　・「利用者支援」：子育て家庭が身近な場所で、これらの子育
　　　　　　　　　　て支援の給付・事業の中から適切に選択で
　　　　　　　　　　きるよう、情報の集約・提供等
　・「地域支援」：親子の育ちを支援する世代間交流や訪問
　　　　　　　　　支援、地域ボランティアとの協働といった
　　　　　　　　　取組に対して支援・協力等

事業概要 事業の取組のイメージ

＜地域子育て支援拠点事業＞

〈港区子育てひろば「あい・ぽーと」様より資料提供〉
14



③ 妊婦健康診査について

15

(1) 法的根拠

○ 妊婦健診は、母子保健法上は実施主体である市町村の自治事務。そのため、事業の実施方法（実施回数、
公費負担額等）については、各市町村の判断による。

※ 通知で、公費負担にあたって望ましい健診回数、実施時期及び標準検査項目を示している。（技術的助言）

○ 従来、地方交付税措置により５回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理の充実と経済的
負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度（※））の妊婦健診を受けられるよう、平成２０年度第２次補正
予算において公費負担を拡充した。

※ 「必要な回数」とは、通知にて示している公費負担にあたって望ましい健診回数のこと。

法的根拠
○ 母子保健法第１３条で、市町村が、必要に応じて妊産婦に対して健康診査を行うことを規定。

※ 母子保健法第１３条第２項は、子ども・子育て支援法整備法で規定（未施行）

母子保健法 （抄）
第１３条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、
又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。

(3) 公費負担

(2) 事務の性質



● 各回実施する基本的な妊婦健康診査の項目
①健康状態の把握（妊娠月週数に応じた問診、診査等）

②検査計測

③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に、必要に応じた医学的検査

● 上記以外の各種医学的検査

○ 母子保健課長通知（※）において、公費負担にあたって望ましい健診回数・実施時期、各回実施する基本的な妊婦健康診査の項目及びそれ以
外の各種の医学的検査の標準的な検査項目を例示している。

◎国が示している妊婦健診の実施基準

 妊娠初期より妊娠２３週（第６月末）まで ：４週間に１回

 妊娠２４週(第７月)より妊娠３５週（第９月末）まで ：２週間に１回
 妊娠３６週（第１０月）以降分娩まで ：１週間に１回

Ⅰ．妊婦が受診することが望ましい健診回数

Ⅱ．検査項目

① 血液検査

妊娠初期に１回（血液型（ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体）、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV
抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体）

妊娠24週から35週までの間に１回（血算、血糖）
妊娠36週以降に１回（血算）

妊娠30週頃までに（HTLV‐１抗体検査）
② 子宮頸がん検診（細胞診） 妊娠初期に１回

③ 超音波検査
妊娠23週までの間に２回
妊娠24週から35週までの間に１回
妊娠36週以降に１回実施

④ B群溶血性レンサ球菌（GBS） 妊娠24週から35週までの間に１回
⑤ 性器クラミジア 妊娠30週頃までに１回

※「妊婦健康診査の実施について」（平成２１年２月２７日付け雇児母発第0227001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知）

左記の基準に沿って受診した場合の
受診回数は、１４回程度。
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①望ましい基準の制定
※「健診回数・実施時期」及び「検査項目」について制定予定。具体的内容については、現行の通知（下記参照）をベースに検討

(4) 主な検討課題



国庫補助

地方財政措置

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、地方財政
措置されていなかった残りの９回分について、都道府県に妊婦健康診査支援基金を造成し、国庫補助

（１／２）と地方財政措置（１／２）により支援してきたところ。

※平成２２年度補正：７９０億円 平成22年度1次補正：111億円 平成23年度4次補正：１１１億円（基金総額：1,082億円）

妊婦健康診査の公費助成に関する財源の見直しについて

（市町村）

普通交付税 100%

（市町村）

普通交付税 50%

（都道府県基金）
＜全額国費で造成＞

基金補助金 50%

９回分
３大臣合意（平成２５年１
月２７日）に基づき、

恒常的な仕組みへ移行
（一般財源化）

妊婦健康診査の公費助成については、これまで補正予算により基金事業の延長を重ねてきたが、平成２５年

度以降は、地方財源を確保し地方財政措置を講ずることにより、恒常的な仕組みへ移行

＜参考＞

５回分

＜Ｈ２４年度まで＞

（市町村）

普通交付税 100%

１４回分

＜Ｈ２５年度以降＞
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妊婦健診の公費負担事務の流れ

※２ 実際の公費負担額は市町村ごとに異なるため、一部自己負担が発生する市町村もある。
また、委託契約を結んでいない医療機関で妊婦健診を受けた場合には、償還払いにより対応している市町村もある。

国

地方交付税（１４回分）

※１ 受診券：各市町村が公費負担することとした検査項目を記載。（当該検査に係る検査についてのみ公費負担。検査項目と
併せて公費負担金額も記載している市町村が多い）

補助券：各市町村が公費負担することとした金額を記載。（検査内容は医療機関により異なり得る）

受診券 OR 補助券
（※１）

地域の医師会又は

産婦人科医会

市

町

村

管内の妊婦

委託契約

委託契約

妊婦健診の受診（※
２）

個別医療機関

妊娠の届出
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回数 市町村数 割合 都道府県名
14回以上
（無制限含む）
（市町村数）

14回未満
（市町村数）

公費負担額
（平均）

都道府県名
14回以上
（無制限含む）
（市区町村数）

14回未満
(市町村数）

公費負担額
（平均）

無制限 16 0.9% 北海道 179 0 92,621 滋賀県 19 0 96,055

20回 0 0.0% 青森県 40 0 103,920（注） 京都府 26 0 90,330

19回 1 0.1% 岩手県 33 0 89,428 大阪府 43 0 67,793

18回 0 0.0% 宮城県 35 0 108,302 兵庫県 41 0 81,466

17回 0 0.0% 秋田県 25 0 98,920 奈良県 39 0 95,782

16回 5 0.3% 山形県 35 0 82,790 和歌山県 30 0 97,150

15回 51 2.9% 福島県 59 0 107,132 鳥取県 19 0 93,940

14回 1,669 95.8% 茨城県 44 0 98,201 島根県 19 0 104,701

合計 1,742 100.0% 栃木県 26 0 95,000 岡山県 27 0 97,290

群馬県 35 0 92,920 広島県 23 0 90,670

埼玉県 63 0 99,730 山口県 19 0 116,315

全国平均（回） 14.04 千葉県 54 0 93,923 徳島県 24 0 113,770

（無制限を除く） 東京都 62 0 80,498 香川県 17 0 100,400

神奈川県 33 0 62,607 愛媛県 20 0 79,150

新潟県 30 0 104,537 高知県 34 0 107,390

富山県 15 0 96,250 福岡県 60 0 101,300

石川県 19 0 94,894 佐賀県 20 0 98,370

（注）公費負担額が明示されていない市区町
村は除く

福井県 17 0 97,590 長崎県 21 0 100,000

山梨県 27 0 87,276 熊本県 45 0 96,600

長野県 77 0 115,620 大分県 18 0 96,600（注）

岐阜県 42 0 112,641 宮崎県 26 0 101,612

静岡県 35 0 91,200 鹿児島県 43 0 102,050

愛知県 54 0 106,705 沖縄県 41 0 99,100

三重県 29 0 104,260 合 計 1,742 0 96,699（注）

妊婦健康診査の公費負担の状況（１） 平成２４年４月１日現在
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妊婦健康診査の公費負担の状況（２）

受診券の交付方法

市町村数 割合

受診券方式 1,407 80.8％

補助券方式等 335 19.2％

受診券方式で公費を負担している1,407市町村のうち、国で例示する標準的な検査項目の公費負担の状況

妊婦１人当たりの公費負担額（全国平均 96,699円）
市町村数 割合

① 120,000円～ 18 1.0％
② 110,000円～119,999円 212 12.2％
③ 100,000円～109,999円 471 27.0％
④ 90,000円～99,999円 644 37.0％
⑤ 80,000円～89,999円 249 14.3％
⑥ 70,000円～79,999円 86 4.9％
⑦ 60,000円～69,999円 24 1.4％
⑧ 50,000円～59,999円 23 1.3％
⑨ 40,000円～49,999円 13 0.8％
⑩ 30,000円～39,999円 0 0.0％
⑪ 公費負担額が明示されていない 2 0.1％

＜ 平成２４年４月１日時点＞

平成２１年４月１日時点 平成２４年４月１日時点

市町村数 割合 市町村数 割合

① 全ての項目を実施 596 42.0% 899 63.9%
② 血液検査を全て実施 725 51.1% 1,050 74.6%
③ 超音波検査（４回）を実施 923 65.0% 1,138 80.9%

④ 子宮頸がん検診を実施 976 68.8% 1,210 86.0%
⑤ B群溶血性レンサ球菌検査を実施 978 68.9% 1,324 94.1%
⑥ HTLV‐1抗体検査を実施 － － 1,407 100.0％
⑦ 性器クラミジア検査を実施 － － 1,396 99.2％
⑧ 国が例示する検査項目以外の検査項目を実施 526 37.1% 474 33.7%
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① 事業内容
生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業（市町村
が実施主体、民間への委託が可能。）

② 実施状況
・実施箇所数：1,613市町村（全市町村の９割超） （雇用均等・児童家庭局総務課調（平成23年7月1日現在））

（H22 1,561市町村）

(1) 概要

④ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

都道府県知事への届出（主体制限なし）

(3) 事業開始規制等

(2) サービス提供・給付責任
サービス提供・給付の義務付けはない。（※市町村の判断（児童福祉法に事業の着実な実施に向けた努力義務及び、事業実施

の努力義務有り。））

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、必要な研修を実施した
上で訪問を行う。

(4) サービスの質の確保に関する仕組み
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(5) 費用負担

① 各市町村に対する補助
都道府県が造成した安心こども基金に国が積み増し、都道府県が管内市町村に対し国庫補助相当額を交付。
（総事業費ベース）
（乳児家庭全戸訪問事業による家庭訪問数－（乳児家庭全戸訪問事業の対象となる全家庭数×２０％））×単価

② 費用負担
右記の割合で公費負担。
（※予算に応じて負担するいわゆる「裁量的経費」）

③ 費用額
安心こども基金（約６，８４２億円（Ｈ２４年度補正予算案までの積み増し額の計））の内数

国市

【国1/2、市1/2】

(6) 主な検討課題と考え方
①できるだけ早期の訪問
◆早期に必要な支援につなげられるよう、できるだけ早期に訪問するための方策
○「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）において、「産後ケア」の強化が挙げら
れている。

②養育支援を必要とする家庭の確実な把握
◆そのための事業の実施方法や人材の質の確保の方策
○国において、全国的に統一したアセスメントシート（訪問時に共通的に確認・記録すべきことを記した紙）の作成や、専門職以
外の人材が担う場合の研修のためのＱ＆Ａの作成が有用であるとの指摘がある。

③里帰り出産への対応
◆里帰り出産の場合でも、早期に訪問が為されるための仕組み（住所地と里帰り先市町村との連携方法など）を整理することが
必要。
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① 事業内容
養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるための支援（相談支援、育児・家事

援助など）を行う事業（市町村が実施主体、民間主体への委託が可能。）

② 実施状況
・実施箇所数：1,098市町村（全市町村の６割超） （雇用均等・児童家庭局総務課調（平成23年7月1日現在））

（H22 1,041市町村）

(1) 概要

⑤ 養育支援訪問事業

都道府県知事への届出が必要（主体制限なし）

(3) 事業開始規制等

(2) サービス提供・給付責任

サービス提供・給付の義務付けはない。（※市町村の判断（児童福祉法に事業の着実な実施に向けた努力義務及び、事業実施
の努力義務有り。））

保健師、助産師、看護師、保育士等の専門職や子育て経験者、ヘルパー等について、必要な研修を実施した上で訪問を行う。

(4) サービスの質の確保に関する仕組み

23



① 各市町村に対する補助

都道府県が造成した安心こども基金に国が積み増し、都道府県が管内市町村に対し、以下の実施につき、訪問数に応じた国

庫補助相当額を交付。

１）育児家事援助の実施

２）専門的相談支援の実施

３）分娩に関わった産科医療機関の助産師等による訪問支援の実施

② 費用負担

右記の割合で公費負担。（※予算に応じて負担するいわゆる「裁量的経費」）

③ 費用額

安心こども基金（約６，８４２億円（Ｈ２４年度補正予算案までの積み増し額の計））の内数

国市

【国1/2、市1/2】

24

①本事業が養育支援を特に必要とする家庭のニーズに応えているか

◆本事業の支援対象家庭の明確化を求める声があるが、本事業の対象範囲をどうするべきか（利用料徴収とも関連）。

②訪問者の資質確保、適切な実施体制確保のための方策

◆支援対象家庭への適切なアセスメントを踏まえた効果的な支援を行ううえで、事業に携わる職員（訪問者や進行管理を行う職

員）の資質確保や適切な進行管理を行うことが必要だが、そのためにどのような取組が必要か（例えば、専門性を有する児童

相談所など関係機関からのバックアップの充実、連携強化など、都道府県レベルのバックアップ機能の充実が必要ではない

か）

(6) 主な検討課題と考え方

(5) 費用負担



① 事業内容
要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため以下の取組に対する支

援を実施
○調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化を図るための取組
・ 調整機関職員の専門性向上に向けた児童福祉司任用資格取得のための研修の受講

・ ネットワーク構成員のレベルアップを図るための学識経験者（アドバイザー）による研修会開催 など

○ネットワーク関係機関の連携強化
・ ケース記録や進行管理台帳の電子化 など

② 実施状況

・実施箇所数： 349市町村（平成24年度子育て支援交付金交付決定ベース）

(1) 概要

⑤－２ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
（要保護児童等に対する支援に資する事業）

(2) 事業実施の義務

本事業実施の義務付けはない。ただし、市町村には、要保護児童対策地域協議会の設置及び調整機関に一定
の資格を有する職員を配置する努力義務あり（児童福祉法第25条の２第１項及び第６項）。
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(3) 費用負担
① 各市町村に対する補助
都道府県が造成した安心こども基金に国が積み増し、都道府県が管内市町村に対し国庫補助相当額を交付。
補助対象となる事業は以下のとおり。
［１］研修の受講
ア 児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）の受講
イ 更に児童虐待への専門性を向上させるための研修の受講

［２］ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取組
［３］ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組
［４］ネットワークと訪問事業との連携を図る取組
［５］地域住民への周知を図る取組

② 費用負担
右記の割合で公費負担。（※予算に応じて負担するいわゆる「裁量的経費」）

③ 費用額
安心こども基金（約６，８４２億円（Ｈ２４年度補正予算案までの積み増し額の計））の内数

国市

【国1/2、市1/2】

(4) 主な検討課題

① 事業の枠組み
◆上記[１]～[５]のうち、取り組みを強化すべき事業は何か。



乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）
【平成２３年度実施率：９２．３％】

養育支援訪問事業
【平成２３年度実施率：６２．９％】

調整機関
（養育支援訪問事業
中核機関）

特に

必要な

ケース

ケ
ー
ス
対
応
会
議

要保護児童対策地域協議会
（子どもを守る地域ネットワーク）

【平成２３年度設置率：９９．５％】

・ 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

保護者の育児、家事等
養育能力を向上させる
ための支援

進行管理

その他の支援

（児童相談所による対応等）

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

訪問内容

保健師・助産師・看護
師・保育士等

訪問者

進
行
管
理

ケ
ー
ス
対
応
会
議

母子保健法に基づく訪問事業

連

携

訪問内容

訪問者

児童虐待の発生予防と早期発見・早期対応のための連携

※乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業は、平成２１年４月より法定化・努力義務化
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乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）及び
養育支援訪問事業の実施率の推移

・養育支援訪問事業について、平成20年度以前は育児支援家庭訪問事業の実施率を掲載。
・乳児家庭全戸訪問事業について、平成20年度以前は生後4ヶ月までの全戸訪問事業の実施率を掲載。
・平成17年度～20年度の実施率は次世代育成支援対策交付金の交付決定ベース。
・平成21年度以降の実施率は、雇用均等・児童家庭局総務課調。
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17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業

○乳児家庭全戸訪問事業は平成19年度、養育支援訪問事業は平成16年度創設
○両事業とも、平成21年度に児童福祉法に規定され、市町村は実施の努力義務
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子どもを守る地域ネットワーク設置率・資格保有率と市町村虐待相談対応件数

ネットワーク設置率

児童福祉司資格等保有者率

保健師等を含む一定の資格保有者率

虐待相談対応件数

○ 平成１６年の児童虐待防止法等の改正により、市町村も児童虐待の通告先となった。

○ 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）は、平成１６年の児童福祉法改正により法定化、平成１９年
の児童福祉法改正により設置の努力義務化。平成２３年４月１日現在、全市町村の９８．０％が設置（任意設置の虐待防止
ネットワークを含むと９９．５％） 。

○ 全国の調整機関の職員５，０７５人のうち、
児童福祉司と同様の専門職の割合は、平成２３年４月１日現在１，０３０人（２０．３％）であり、配置の促進が課題
（これに、保健師・助産師・看護師等の一定の専門資格を有する者を含めると２，８３５人（５５．９％））。

※１ ネットワーク設置率・資格保有者率は年度当初、虐待相談対応件数は年度計
※２ 平成２２年度の虐待相談対応件数は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県（仙台市を除く）の一部及び福島県を除いて集計した数値

市町村相談体制の現状
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