Ⅸ．地域子ども・子育て支援事業
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地域子ども・子育て支援事業の概要について
・市町村は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、以下の事業を実施す
る。（子ども・子育て支援法第５９条）
・国及び都道府県は同法に基づき、事業を実施するために必要な費用に充てるため、交付金を交付することができる。
・費用負担割合は国・都道府県・市町村それぞれ1/3（妊婦健診については交付税措置）
①利用者支援事業
子ども及びその保護者等の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を
行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業
②延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等におい
て保育を実施する事業
③実費徴収に係る補足給付を行う事業
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して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行事への参加に要する費用等、特定子ども・子育て支援に対して保護者が支払うべ
き食事の提供（副食の提供に限る）にかかる費用を助成する事業
④多様な事業者の参入促進・能力活用事業
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
⑤放課後児童健全育成事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等
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
⑥子育て短期支援事業
保護者の疾病等の理由により家庭における養育が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等において必要な養
育・保護を行う事業（短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業））
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⑦乳児家庭全戸訪問事業
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握、育児に関する不
安や悩みの相談を行う事業
⑧・養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師や助産師、保育士が居宅を訪問し、養育に関する相談に応じ、指導や助言
等により養育能力を向上させるための支援を行う事業
・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、要保護児童対策調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の
専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を行う事業
⑨地域子育て支援拠点事業
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提供し、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
⑩一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、
保育所、地域子育て支援拠点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
⑪病児保育事業
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等する事業
⑫子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助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との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業
⑬妊婦健康診査
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、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を実施する事業
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「利用者支援事業」の概要
事業の目的
○ 子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、
身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりを等を行う

実施主体
○ 市区町村とする。ただし、市区町村が認めた者への委託等を行うことができる。

３つの事業類型

地域子育て支援拠点事業と一体的に
運営することで、市区町村における
子育て家庭支援の機能強化を推進

基本型

○「基本型」は、「利用者支援」と「地域連携」の２つの柱で構成している。

【利用者支援】
地域子育て支援拠点等の身近な場所で、
○子育て家庭等から日常的に相談を受け、個別のニー
ズ等を把握
○子育て支援に関する情報の収集・提供
○子育て支援事業や保育所等の利用に当たっての
助言・支援
→当事者の目線に立った、寄り添い型の支援

【地域連携】
○より効果的に利用者が必要とする支援につながる
よう、地域の関係機関との連絡調整、連携・協働の
体制づくり
○地域に展開する子育て支援資源の育成
○地域で必要な社会資源の開発等
→地域における、子育て支援のネットワークに基づく
支援

《職員配置》専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置
※子ども・子育て支援に関する事業（地域子育て支援拠点事業など）の一定の実務経験を有する者で、子育て支援員基本研修及び
専門研修（地域子育て支援コース）の「利用者支援事業（基本型）」の研修を修了した者等

特定型 （いわゆる「保育コンシュルジュ」）
○ 主として市区町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに
関する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育サービスに
関する情報提供や利用に向けての支援などを行う
《職員配置》専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置
※子育て支援員基本研修及び専門研修（地域子育て支援コー
ス）の「利用者支援事業（特定型）」の研修を修了している
者が望ましい

母子保健型
○ 主として市町村保健センター等で、保健師等の専門職が、妊娠
期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する妊産婦等
からの様々な相談に応じ、その状況を継続的に把握し、支援を
必要とする者が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行う
とともに、関係機関と協力して支援プランの策定などを行う
《職員配置》母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等
を１名以上配置
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子ども・子育て支援新制度における利用者支援事業の役割について
子ども・子育て支援新制度の趣旨

・子ども・保護者の置かれている環境に応じ、
・保護者の選択に基づき、
・多様な施設・事業者から、
・良質かつ適切な教育・保育、子育て支援を総合的に提供する体制を確保する。

車の両輪
市町村子ども・子育て支援事業計画
５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域
の子育て支援についての需給計画。
（新制度の実施主体として、全市町村で作成。）

・地域全体の子育て家庭のニーズ（潜在的
ニーズも含む）を基に「需要」を見込
む。
・需要に応じて、多様な施設や事業を組み合
わせた、「供給」体制を確保。

利用者支援事業
・個別の子育て家庭のニーズを把握して、適
切な施設・事業等を円滑に利用できるよう
支援。（「利用者支援」）
・利用者支援機能を果たすために、日常的に
地域の様々な子育て支援関係者とネット
ワークの構築、不足している社会資源の開
発を実施。（「地域連携」）
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利用者支援事業の役割について
子育て中の親子（妊婦含む）など

子ども・子育て支援にかかる施設・事業

声①
「親を病院に連れて行くの
で、子どもをあずかってほ
しい･･･」

利
用
者
支
援
事
業

声②
「うちの子、よその家庭の
子より落ち着きが無い気
がする･･･」
声③
「最近、子育てがしんどい
です･･･」

相談対応（来所受付・アウトリーチ）

助言・利用支援

個別ニーズの把握

一時預かり

など

指定障害児相談支援事業所

など

子育てサークル

保健センター
（保健師）

など

ネットワークの構築
社会資源の開発
日常的に連携

日常的に対応

連
携
本事業が行われる
施設等の職員

子育て短期
支援事業

子育て中の親子の
身近な場所（地域
子育て支援拠点な
ど）で実施！

利用者支援専門員

連
携
本事業が行われる
施設等の職員
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子育て世代包括支援センターの全国展開
○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目的とするもの
○ 保健師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の「母子保健サービス」 と地域子育て支援拠点等の 「子育て
支援サービス」 を一体的に提供できるよう、必要な情報提供や関係機関との調整、支援プランの策定などを行う機関
〇 母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センターを法定化（2017年４月１日施行）（法律上は「母子健康包括支援センター」）
➢ 実施市町村数 ： １，２８８市区町村（２，０５２か所）2020年４月１日現在 ➢ ２０２０年度末までに全国展開を目指す。
※各市区町村が実情に応じて必要な箇所数や管轄区域を判断して設置。

保健所
産後ケアセンター

子育て支援機関

児童相談所

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

医療機関（産科医、小児科医等）

障害児支援機関

民間機関・関係団体
マネジメント（必須）

子育て世代包括支援センター

市町村保健センター

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
保健師

助産師

①妊産婦等の支援に必要な実情の把握
③支援プランの策定

ソーシャル
ワーカー

看護師

②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導

④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

※医師、歯科医師、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、心理職などの専門職の配置・連携も想定される。

妊娠前
サービス（現業部門）

妊娠に関する
普及啓発

妊娠期

産後

産前・産後サポート事業
妊婦健診
両親学級等

不妊相談

出産

育児
産後ケア事業

産婦健診
乳児家庭全戸訪問事業

乳幼児健診
予防接種

養育支援訪問事業
近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス

母子保健
子育て支援

子育て支援策
・保育所・認定こども園等
・地域子育て支援拠点事業
・里親 ・乳児院
・養子縁組
・その他子育て支援策
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延長保育事業について
○ 市町村の認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において保育所等で引き続き
保育を実施する事業。
・標準時間認定
・短時間認定

１１時間の開所時間を超えて保育を実施。
各事業所が設定した短時間認定児の処遇を行う時間を超えて保育を実施。

１．一般型
（１）実施場所 都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園（以下「民間保育所等」とい
う。）、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、駅前等利便性の高い場所、
公共的施設の空き部屋等適切に事業が実施できる施設等。
（２）対象児童 子ども・子育て支援法第19条第１項第２号又は第３号の支給要件を満たし、同法第20条第１項に
より市町村の認定を受け、民間保育所等、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育
事業所を利用する児童。
２．訪問型（平成27年度創設）
（１）実施場所 利用児童の居宅
（２）対象児童 子ども・子育て支援法第19条第１項第２号又は第３号の支給要件を満たし、同法第20条第１項に
より市町村の認定を受け、民間保育所等、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育
事業所、居宅訪問型保育事業所を利用する児童であって、以下のいずれかに該当するもの。
① 居宅訪問型保育事業を利用する児童で利用時間を超える場合
② 民間保育所等における延長保育の利用児童数が１名となった場合
○ 実施主体 市区町村（市区町村が認めた者へ委託等も可）
○ 実施要件 ・対象児童の年齢及び人数に応じて保育士等を配置
・各延長時間帯毎に定める一定の利用人数（日数）を満たしていること
・訪問型の利用にあたっては、利用者と市町村と協議の上、利用の決定を行うこと
○ 交付実績（平成30年度実績報告ベース）：28,476か所、1,069,291人（年間実利用児童数）
○ 負担割合：国１／３、都道府県１／３、市区町村１／３
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実費徴収に係る補足給付を行う事業について

１．事業概要

各施設事業者において実費徴収を行うことが出来ることとされている①食事の提供に要する費用及び②日用
品、文房具等の購入に要する費用等について、低所得世帯を対象に費用の一部を補助する事業。
①給食費（副食材料費）

※新制度に移行していない園に限る

保護者負担

保護者負担

4,500円

補足給付（基準額）
（基準額を超える部分）
※基準額を超える場合は、
その分保護者負担
低所得世帯（第１˜ ３階層）

※第３子以降は所得に関わらず対象

②教材費・行事費等（給食費以外） ※新制度園のみ
（基準額を超える部分）

保護者負担
2,500円
低所得世帯以外（第４階層〜）
※第３子以降を除く

補足給付（基準額）
生活保護世帯
（第１階層）

保護者負担
生活保護世帯以外
（第２階層〜）

※新制度園（１号認定）の副食材料費については、公定価格の副食費徴収免除加算が支給
されている
※特別支援学校幼稚部については、特別支援教育就学奨励費補助制度があるため対象外

２．実施主体・補助率・単価等
実施主体：市町村（特別区を含む。）
補 助 率 ：国１／３（都道府県１／３、市町村１／３）
＜令和２年度補助単価 (１人当たり月額)＞
①給食費（副食材料費）
４，５００円
＜実績（令和元年度、令和２年3月時点）＞
①給食費（副食材料費）
１号認定：1,189か所、11,067人

（注）令和元年度４月から９月までの、新制度園１号児
の生活保護世帯に対する副食材料費補助の実績を含む

②教材費・行事費等（給食費以外）
②教材費・行事費等
１号認定： 915か所、1,425人
２号認定：4,682か所、7,964人
３号認定：3,848か所、4,305人

２，５００円

※か所数について
は重複あり

３．市町村の事業実施における考え方
・「実費徴収に係る補足給付事業」は、地域子ども・子育て支援事業の１つであり、地域の保護者・事業者等のニーズを踏まえつつ策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」
に従って、市町村が事業の実施や給付対象者の範囲を決定。
・①給食費（副食材料費）の対象（2019年10月〜）は、新制度に移行していない幼稚園において給食を実施している場合。給食の実施方法・形態は問わない（外部搬入で
実施している場合、ミルク給食のみを実施している場合も対象）。ただし、家から持参するお弁当は、そもそも給食に該当しないため対象外。
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多様な事業者の参入促進・能力活用事業について
○

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多様な事業者の新規参
入を支援するほか、私立認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受入体制を構築することで、良質かつ適切な教育・保
育等の提供体制の確保を図る。

（１）新規参入施設等への巡回支援（平成26年度創設）
市町村が新規参入事業者に対して、保育士ＯＢなど事業経験のある者を活用した巡回支援等を行うために必要な費用の一
部を補助する。
（２）認定こども園特別支援教育・保育経費（平成27年度創設）
健康面や発達面において特別な支援が必要な子どもを受け入れる私立認定こども園の設置者に対して、職員の加配に必要
な費用の一部を補助する。
○

実施主体：市区町村（市区町村が認めた者へ委託等も可）

○

実施要件：＜新規参入施設等への巡回支援＞
対象事業者：保育所、認定こども園、小規模保育事業を始め、地域子ども・子育て支援事業に新規に参入する
事業者であって、市町村において支援が必要と認めた事業者。
＜認定こども園特別支援教育・保育経費＞
対象施設：健康面、発達面において特別な支援が必要な子どもが２人以上在籍する私立認定こども園であって、
対象児童の教育・保育を担当する職員を加配する施設
対象児童：次の要件を満たすと市町村が認める特別な支援が必要な子ども
（ア）日々通園し、教育・保育における集団活動に参加することが可能であること。
（イ）特別児童扶養手当の支給対象であること、又は健康面、発達面において特別な支援が必要で
あること。
（ウ）認定こども園の類型に応じた子どもの支給認定区分に該当する者であること。

○
○

交付実績：巡回支援968か所（平成30年度）
認定こども園特別支援教育・保育経費277か所（平成30年度）
負担割合：国１／３、都道府県１／３、市区町村１／３

＜基準額＞

（１）新規参入施設等への巡回支援
１施設当たり年額 400,000円

（２）認定こども園特別支援教育・保育経費
対象障害児１人当たり月額 65,300円
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多様な事業者の参入促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・保育経費）について
子ども・子育て支援新制度において住民ニーズに沿った多様な教育・保育の提供を進める上で、多様な事業者による事業実施
を促進することが必要である。このため、私学助成（特別支援教育経費）や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要
な子どもを認定こども園で受け入れる場合に、職員（幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者）の加配に必要な費用を補
助することで、子ども一人一人の状態に応じた適切な教育・保育の機会の拡大を図る。
１ 実施主体
市町村（特別区を含む。以下同じ。）
２ 実施場所
私立認定こども園
３ 対象となる子ども
次の（ア）〜（ウ）の要件を満たすと市町村が認める特別な支援が必要な子ども
（ア）日々通園し、教育・保育における集団活動に参加することが可能であること。
（イ）特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に基づく特別児童扶養手当の支給対象であること、そ
の他健康面、発達面において特別な支援が必要であること。
（ウ）６の表に掲げる認定こども園の類型に応じた子どもの支給認定の区分に該当する者であること。
４ 補助要件
・ 当該認定こども園において、２人以上の障害児（私学助成（特別支援教育経費）または障害児保育事業の対象となる子どもを
含む）を受け入れていること。
・ 当該認定こども園において、公定価格上求められる教育・保育を担当するために配置すべき職員数（加算を含む。）に加え
て、幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者を配置すること。
５ 補助単価
子ども１人当たり 月額 ６５，３００円
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６ 対象となる施設 → 私立認定こども園
☆：多様な事業者の参入促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・保育経費）
○：私学助成（特別支援教育経費） ●：一般財源化前の障害児保育事業

認定こども園

幼保
連携型

１号

２号

３号

旧接続型

○

○

●

旧並列型

○

●

●

☆

●

●

単独型

○

○

接続型

○

○

☆

並列型

○

☆

☆

単独型

☆

☆

接続型・並列型

☆

☆

☆

保育所型

☆

●

●

地方裁量型

☆

☆

☆

学校法人立※１，２
上記以外

幼稚園部分が
学校法人立※１
幼稚園型
上記以外

※１ 学校法人化のための努力をする園（志向園）を含む
※２ 学校法人立幼稚園から構成されていた認定こども園が、新制度施行時又は施行後に社会福祉法人へ統合したもの
及び学校法人立幼稚園が新制度施行時又は施行後に保育所と統合して社会福祉法人立となったものは対象外
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放課後児童クラブの概要

【事業の内容、目的】

共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切
な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。
（平成９年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第６条の３第２項〉：平成10年４月施行）
※平成24年の児童福祉法改正により、対象年齢を「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童とした（平成27年４月施行）

【現状】（令和元年５月現在）

【今後の展開】

○クラブ数
２５，８８１か所
（参考：全国の小学校19,277校）
○支援の単位数
３３，０９０単位
○登録児童数
１，２９９，３０７人
○利用できなかった児童数（待機児童数） １８，２６１人

○「新・放課後子ども総合プラン」（平成30年９月14日策定）を踏まえ、放課後児童
クラブについて、2021年度末までに約25万人分（約122万人から約147万人）を
整備し、待機児童解消を目指し、その後も女性就業率の上昇を踏まえ2023年
度末までに計約30万人分（約122万人から約152万人）の受け皿整備を図る。ま
た、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの
役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図る。

［クラブ数、登録児童数及び利用できなかった児童数の推移］

（か所）

（人）
1,299,307
1,234,366

30,000

クラブ数
利用できなかった児童数（待機児童数）
登録児童数

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

1,300,000

1,171,162
1,093,085
1,024,635

25,881 1,200,000
25,328
1,100,000
24,573

936,452
889,205
814,439
23,619
807,857
851,949
22,608
794,922
18,261
749,478
22,084
17,279
833,038
704,982
654,823
21,482
18,479
17,583
17,170
593,764
21,085
16,685
16,941 17,203
540,595
20,561
502,041
15,184 15,857
19,946
452,135
14,02913,096
14,457
392,893
12,189
13,698
11,360
11,438
12,782
9,945
9,400
8,689
11,803
8,021
6,180
7,408 7,521
5,851

10,994

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

0

0
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年
年
※各年5月1日現在（厚生労働省調）
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放課後児童クラブ関係予算のポイント

令和元年度予算 ８８８億円 → 令和２年度予算 ９７８億円（うち、子ども・子育て支援交付金

運営費の負担の考え方

○ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等
に小学校の余裕教室、児童館等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
を図るために要する運営費及び施設整備費に対する補助。
○ 実施主体：市区町村（特別区を含む）

※市区町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる

令和２年度予算 ８１２億円）

保護者
1/2

国
1/6
都道府県
1/6
市区町村
1/6

1/3
1/3
1/3

※国(1/6)は事業主拠出金財源

１．運営費等

２．研修関係

（１）放課後児童健全育成事業（運営費）
放課後児童クラブの運営に必要な経費に対する補助
（２）放課後子ども環境整備事業
既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するための改修等に必要な
経費に対する補助
（３）障害児受入強化推進事業等
障害児を受け入れた場合の加配職員及び医療的ケア児に対する支援に必要な
専門職員の配置等に必要な経費に対する補助
（４）放課後児童支援員の処遇改善
① 18:30を超えて開所するクラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善に必
要な経費に対する補助
② 放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善に必要な経
費に対する補助

（１）放課後児童支援員認定資格研修
放課後児童支援員として認定されるために修了が義務づけられている研修を実施
するために必要な経費に対する補助
（２）放課後児童支援員等資質向上研修事業
現任職員向けの研修を実施するために必要な経費に対する補助

３．施設整備費
放課後児童クラブの施設整備に必要な経費に対する補助
＜国庫補助率嵩上げ（平成28年度からの継続）＞
公立の場合：（嵩上げ前）国１／３、都道府県１／３、市区町村１／３
→（嵩上げ後）国２／３、都道府県１／６、市区町村１／６

４．参考（新・放課後子ども総合プランについて）
「新・放課後子ども総合プラン」（平成30年９月14日策定）を踏まえ、放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分（約122万人から約147万人）
を 整備し、待機児童解消を目指し、その後も女性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万人分（約122万人から約152万人）の受け皿整備を図る。ま
た、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図る。
約122万人
(予算)

2018年度

約130万人
(予算)

2019年度

約139万人
(予算)

約152万人

約30万人分

（新プランに掲げる目標値）

2020年度
新たなプランの期間（2019〜2023年度）

2023年度

123

放課後児童クラブの設備運営基準について
○ 放課後児童クラブの質を確保する観点から、子ども・子育て関連３法による児童福祉法の改正により、放課後児童クラブの設備及び運営
について、省令で定める基準を踏まえ、市町村が条例で基準を定めることとなった。
○ このため、「社会保障審議会児童部会放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」における議論を踏まえ、平成26年４月に「放課後
児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成26年厚生労働省令第63号）を策定・公布した。
○ 放課後児童クラブの職員の配置・資格に係る「従うべき基準」により、放課後児童クラブの継続的・安定的な運営が困難になっていると
の地方からの要望を踏まえ、第９次地方分権一括法（令和元年法律第26号）により「従うべき基準」を参酌化（令和2年4月1日施行）。

＜主な基準＞
支援の目的（参酌すべき基準）（第５条）
○

支援は、留守家庭児童につき、家庭、地域等との連携の
下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよ
う、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活
習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るこ
とを目的として行わなければならない

職員（従うべき基準→参酌すべき基準）（第１０条）
○

放課後児童支援員（※１）を、支援の単位ごとに２人以上配
置（うち１人を除き、補助員の代替可）

※１ 保育士、社会福祉士等（「児童の遊びを指導する者」の資格を基本）
であって、都道府県知事又は指定都市の長が行う研修を修了した者（※２）
※２ 令和2年３月31日までの間は、都道府県知事等が行う研修を修了した
者に、修了することを予定している者を含む
※３ 令和2年４月１日より、従うべき基準を参酌化

開所日数（参酌すべき基準）（第１８条）
○

原則１年につき250日以上

※

その地方における保護者の就労日数、授業の休業日等を考慮して、
事業を行う者が定める

設備（参酌すべき基準）（第９条）
○

専用区画（遊び・生活の場としての機能、静養するための
機能を備えた部屋又はスペース）等を設置

○

専用区画の面積は、児童１人につきおおむね1.65㎡以上

児童の集団の規模（参酌すべき基準）（第１０条）
○

一の支援の単位を構成する児童の数（集団の規模）は、
おおむね40人以下

開所時間（参酌すべき基準）（第１８条）
○

土、日、長期休業期間等（小学校の授業の休業日）
→ 原則１日につき８時間以上

○

平日（小学校授業の休業日以外の日）
→ 原則１日につき３時間以上

※

その地方における保護者の労働時間、授業の終了時刻等を考慮して
事業を行う者が定める

その他（参酌すべき基準）
○

非常災害対策、児童を平等に取り扱う原則、虐待等の禁止、衛生管理等、運営規程、帳簿の整備、秘密保持等、苦情への対
応、保護者との連絡、関係機関との連携、事故発生時の対応
など
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「放課後児童クラブ運営指針」策定の経緯及びポイント
策定の必要性
○ 放課後児童クラブについては、平成19年に「放課後児童クラブガイドライン」を策定し、運営するに当たって必要な基本的
事項を示すことで、各市町村における質の向上を図るための取組を進めてきたところである。
○ 平成24年の児童福祉法の改正により、市町村は、国が省令で定める設備及び運営の基準を踏まえて条例で基準を定め
なければならないこととされ、国において、平成26年4月に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成
26年厚生労働省令第63号）」を策定し、全国的に一定水準の質の確保に向けた取組をより一層進めることとした。
○ 平成27年4月からは、省令基準を踏まえて各市町村において策定される条例に基づき、放課後児童クラブが運営されること
になるが、その運営の多様性を踏まえつつ、放課後児童クラブにおいて集団の中で子どもに保障すべき生活環境や運営内容
の水準を明確化し、事業の安定性及び継続性を確保していくことが必要である。
○ このため、「放課後児童クラブガイドライン」を見直し、国として運営及び設備に関するより具体的な内容を定めた運営指針
を新たに策定することとした。
策定の３つの視点
① 放課後児童クラブの運営実態の多
様性を踏まえ、「最低基準」としてでは
なく、望ましい方向に導いていくための
「全国的な標準仕様」としての性格を
明確化

② 子どもの視点に立ち、子どもの最善
の利益を保障し、子どもにとって放課
後児童クラブが安心して過ごせる生活
の場となるように、放課後児童クラブ
が果たすべき役割を再確認し、その役
割及び機能を適切に発揮できるような
観点で内容を整理

③ 子どもの発達過程や家庭環境など
も考慮して、異なる専門性を有して
従事している放課後児童支援員等が
子どもとどのような視点で関わることが
求められるのかという共通の認識を
得るために必要となる内容を充実

省令基準及び運営指針に沿った一定水準の質を確保した放課後児童クラブの全国展開を図る
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運営指針の４つのポイント
① 放課後児童クラブの特性である「子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援」を「育成支援」と定義し、その育成支援の
基本的な考え方等を第１章の総則に新たに記載
② 児童期の発達の特徴を３つの時期区分ごとに整理するとともに、子どもの発達過程を踏まえて集団の中での子ども同士
の関わりを大切にして育成支援を行う際の配慮すべき事項等を第２章に新たに記載
③ 放課後児童クラブにおける「育成支援」の具体的な内容を子どもの立場に立った観点から網羅的に記載するとともに、
障害のある子どもや特に配慮を必要とする子どもへの対応については、より具体的な受入れに当たっての考え方や留意
すべき点なども加味して、第３章に新たに記載
④ 運営主体が留意すべき点として、子どもや保護者の人権への配慮、個人情報や守秘義務の遵守及び事業内容の向上に
関することなど、放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理等について、第７章に新たに記載

○ 「放課後児童クラブ運営指針」の策定に当たっては、国の調査委託事業の中で、見直しに関する委員会及びＷＧを設置して検討を行い、平成27年
2月に報告書の提出を受け、本報告書の内容等を踏まえ、「放課後児童クラブ運営指針」を策定した。
委員会等のメンバーは、以下のとおり。
（五十音順、敬称略、◎は座長、○はＷＧ座長、＊はＷＧメンバー）
氏
名
所
属
氏
名
所
属
秋元 紀子＊
九州産業大学非常勤講師
文京区男女協働子育て支援部児童青少年課
佐藤 晃子＊
福山市立大学教育学部児童教育学科教授
田丸 敏高
湯島児童館 主査 育成室担当
社会福祉法人健光園 京都市北白川児童館館長
目黒区子育て支援部子ども家庭課子ども家庭係 中川 一良＊
飯野 美伽＊
鎌倉女子大学非常勤講師
母子自立支援員・婦人相談員
○野中 賢治＊
栃木県上三川町立北小学校長
千葉県浦安市こども部青少年課長
岡部
浩
柳澤 邦夫
有限会社エムアンドエムインク
尾木 まり＊
子どもの領域研究所所長
＜事務局＞
小野 さとみ＊ 東京都町田市南大谷学童保育クラブ 主任指導
山岡 由加子＊ みずほ情報総研株式会社
社会政策コンサルティング部福祉・労働課
◎柏女 霊峰
員
上席課長
淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授
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「放課後児童クラブ運営指針」の概要①

（平成２７年３月３１日策定・公表）

運営指針の構成
○ 第１章から第７章までの構成で、放課後児童クラブにおける育成支援の内容や運営に関する留意すべき事項などを網羅的に記載し、
運営していく上での基本的な事項を定めている。
○ 各放課後児童クラブは、この運営指針を踏まえ、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、質の向上と機能の充実に努めていく。
第１章

総則

放課後児童クラブ運営指針の趣旨と育成支援の基本的な考え方を示し、全体像を理解できる内容を規定
１．総則

２．放課後児童健全育成事業の役割

３．放課後児童クラブにおける育成支援の基本

第２章

事業の対象となる子どもの発達

児童期（6〜12歳）の発達の特徴を3つの時期区分ごとに整理し、育成支援に当たって配慮すべき内容を規定
1.子どもの発達と児童期 2..児童期の発達の特徴 3.児童期の発達過程と発達領域 4.児童期の遊びと発達 5.子どもの発達過程を踏まえた育成支援における配慮事項

第３章

放課後児童クラブにおける育成支援の内容

育成支援を行うに当たって子どもが主体的に過ごし、一人ひとりと集団全体の生活を豊かにしていくために必要となる援助の具体的
な方法や障害のある子どもなどに適切に対応していくために留意すべきこと、保護者との信頼関係の構築などの内容を規定
１．育成支援の内容 ２．障害のある子どもへの対応
５．育成支援に含まれる職務内容と運営に関わる業務

第４章

３．特に配慮を必要とする子どもへの対応

放課後児童クラブの運営

省令基準に基づく職員体制や集団の規模等の具体的な内容を規定
１．職員体制 ２．子どもの集団の規模 ３．開所時間及び開所日
４．利用の開始等に関わる留意事項 ５．運営主体
６．労働環境整備 ７．適正な会計管理及び情報公開

第６章

施設及び設備、衛生管理及び安全対策

省令基準に基づく施設及び設備の環境整備と感染症や事故
などへの対応方法等の具体的な内容を規定
１．施設及び設備

２．衛生管理及び安全対策

第５章

４．保護者との連携

学校及び地域との関係

連携に当たっての情報交換等の必要性や方法等の内容を規定
１．学校との連携 ２．保育所、幼稚園等との連携 ３．地域、関係機関
との連携 ４．学校、児童館を活用して実施する放課後児童クラブ

第７章

職場倫理及び事業内容の向上

運営主体の責務と放課後児童支援員等の倫理意識の自覚、
研修等の事業内容向上の取組内容を規定
１．放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理
２．要望及び苦情への対応 ３．事業内容向上への取り組み
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「放課後児童クラブ運営指針」の概要②
運営指針の主な内容
第１章

総則

○ 「子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援」を「育成支援」と定義し、その基本的考え方として、子どもが安心して過ごせる生活の場として
ふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、子どもの発達段階に応じた主体的な遊び
や生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図る。
○ 放課後児童クラブの役割として、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進し、学校や地域
の様々な社会資源との連携を図りながら、保護者と連携して育成支援を行うとともに、その家庭の子育てを支援する役割を担う。

第２章

事業の対象となる子どもの発達

○ 放課後児童クラブでは、放課後等に子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるようにすることが求められるため、放課後
児童支援員等は、子どもの発達の特徴や発達過程を理解し、発達の個人差を踏まえて一人ひとりの心身の状態を把握しながら育成支援を行う
ことが必要である。
○ 児童期の発達の主な特徴としては、
・ ものや人に対する興味が広がり、その探求のために自らを律することができるようになる
・ 学校、地域など子どもが関わる環境が広がり、多様な他者との関わりを経験するようになる
・ 集団や仲間で活動する機会が増え、その中で規律と個性を培うとともに、他者と自己の多様な側面を発見できるようになる
○ 児童期の発達過程は個人差が大きく、目安として、おおむね６歳〜８歳（低学年）、９歳〜10歳（中学年）、11歳〜12歳（高学年）の３つの時期に
区分して捉え、その発達過程を踏まえ、子ども一人ひとりの心身の状態を把握しながら、集団の中での子ども同士の関わりを大切にして育成支
援を行うことが求められる。

第３章

放課後児童クラブにおける育成支援の内容

○ 放課後児童クラブは、年齢や発達の状況が異なる多様な子ども達が一緒に過ごす場であり、放課後児童支援員等には、それぞれの子どもの
発達の特徴や子ども同士の関係を捉えながら適切に関わることで、一人ひとりと集団全体の生活を豊かにすることが求められる。
○ 育成支援に当たって、放課後児童支援員等に求められる主な内容は以下のとおり。
①子どもが自ら進んで放課後児童クラブに通い続けられるようにする援助 ②子どもの出欠席と心身の状態を把握した適切な援助
③子ども自身が見通しを持って主体的に過ごせるようにする援助 ④日常生活に必要となる基本的な生活習慣を習得できるようにする援助
⑤子どもが発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにする援助 ⑥子どもが自分の気持ちや意見を表現できるようにする援助
⑦子どもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされるおやつの適切な提供
⑧子どもが安全に安心して過ごすことができるような環境の整備や緊急時に適切な対応ができるようにする援助
⑨放課後児童クラブでの子どもの様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携した育成支援
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「放課後児童クラブ運営指針」の概要③
○ 障害のある子どもへの対応については、包容・参加（インクルージョン）の考え方に立ち、放課後児童クラブを利用する機会が確保されるように
適切な配慮及び環境整備を行い、可能な限り受入れに努めるとともに、放課後児童クラブでの子ども達との生活を通して共に成長できるように、
見通しを持って計画的な育成支援を行う。
○ 児童虐待が疑われる場合には、放課後児童支援員等は各自の判断だけで対応することは避け、運営主体の責任者と協議の上で、市町村
又は児童相談所に速やかに通告し、関係機関と連携して適切な対応を図らなければならない。
○ 放課後児童支援員等は、子どもの家庭環境についても配慮し、家庭での養育について特別の支援が必要な状況を把握した場合には、子ども
と保護者の安定した関係の維持に留意しつつ、市町村や関係機関と連携して適切な支援につなげるように努める。
○ 子どもの遊びや生活の様子を日常的に保護者に伝え、子どもの状況について家庭と情報を共有するとともに、育成支援を通じて保護者との
信頼関係を築くことに努める。

第４章

放課後児童クラブの運営

○ 放課後児童クラブには、年齢や発達の状況が異なる子どもを同時にかつ継続的に育成支援を行う必要があること、安全面での管理が必要で
あること等から、支援の単位ごとに２人以上の放課後児童支援員等を置くこととし、その勤務時間については、子どもの受入れ準備や打合せ、
育成支援の記録作成等、開所時間の前後に必要となる時間を前提として設定されることが求められる。
○ 子ども集団の規模（支援の単位）は、子どもが相互に関係性を構築したり、１つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援
員等が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下とする。
○ 開所時間については、学校の授業の休業日は１日につき８時間以上、それ以外の日は１日につき３時間以上、開所日については、１年につき
250日以上を原則として、保護者の就労時間、学校の授業の終了時刻その他の地域の実情等を考慮して、当該放課後児童クラブごとに設定
するが、新１年生については、保育所との連続性を考慮し、４月１日より受け入れを可能にする必要がある。
○ 運営主体は、利用を希望する保護者等に必要な情報を提供するとともに、新１年生の環境変化に配慮して、利用の開始の前に、子どもや家庭
の状況、保護者のニーズ及び放課後児童クラブでの過ごし方について十分に保護者等と情報交換することが求められる。
○ 運営主体は、放課後児童支援員等の労働実態や意向を把握し、放課後児童支援員等が健康で意欲を持って就業できるように、労働環境の
整備に努める必要がある。

第５章

学校及び地域との関係

○ 子どもの生活の連続性を保障するために、学校との情報交換や情報共有、職員同士の交流等を、日常的、定期的に積極的に行い、その実施
に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持についてあらかじめ取り決めておく。
○ 新１年生の子どもの発達と生活の連続性を保障するために、保育所、幼稚園等と子どもの状況について情報交換や情報共有を行う。
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「放課後児童クラブ運営指針」の概要④
○ 放課後児童クラブに通う子どもの生活について地域の協力が得られるように、自治会・町内会や民生委員・児童委員（主任児童委員）等の
地域組織や子どもに関わる関係機関等と情報交換や情報共有、相互交流を図るとともに、事故、犯罪、災害等から子どもを守るため、地域住民
と連携、協力して子どもの安全を確保する取り組みを行う。
○ 児童館の中で実施する場合は、放課後児童クラブに通う子どもの育成支援の環境及び水準が担保されるようにする。

第６章

施設及び設備、衛生管理及び安全対策

○ 放課後児童クラブには、子どもが安全に安心して過ごし、体調の悪い時等に静養することができる生活の場としての機能と、遊び等の活動
拠点としての機能を備えた専用区画が必要であり、その面積は、子ども１人につきおおむね1.65㎡以上を確保し、室内のレイアウトや装飾、
採光等にも配慮し、子どもが心地よく過ごせるように工夫することが求められる。
○ 衛生及び安全が確保された設備を備え、生活に必要な備品、遊具及び図書を備える。また、日常の衛生管理に努め、医療品を備える。
○ 事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行うとともに、その防止に向けた対策や
発生時の対応に関するマニュアルを作成し、放課後児童支援員等の間で共有する。
○ おやつの提供に際して、食物アレルギー事故、窒息事故等を防止するため、放課後児童支援員等は応急対応について学んでおく。
○ 運営主体は、市町村との連携のもとに災害等の発生に備えて具体的な計画及びマニュアルを作成し、定期的に（少なくとも年２回以上）訓練を
行うなどして適切かつ迅速に対応できるようにしておく。また、外部からの不審者等の侵入防止の措置や訓練などの対応を図る。

第７章

職場倫理及び事業内容の向上

○ 運営主体は、社会的信頼を得るとともに、法令を遵守し、子どもや保護者の人権に十分配慮しながら、一人ひとりの人格を尊重するなど、すべ
ての放課後児童支援員等が職場倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組む必要がある。
○ 放課後児童支援員等は、仕事を進める上での倫理を自覚して、育成支援の内容の向上に努めなければならない。
○ 子どもや保護者等からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に、誠意を持って対応し、その内容や対応について職員間で共有する。
○ 放課後児童支援員等は、情報交換や情報共有を図り、事例検討を行うなど相互に協力して自己研鑽に励み、育成支援に当たっての課題等に
ついて意見交換を行うことにより、事業内容を向上させるように努める。
○ 運営主体は、職場内での教育訓練や研修のみならず、職場を離れての研修の機会を確保し、その参加を保障するとともに、職員が自発的、
継続的に研修に参加できるように、研修受講計画を策定するなどに取り組んでいくことが求められる。
○ 運営主体は、その運営の内容について自己評価を行い、その結果を公表するように努め、評価を行う際には、子どもや保護者の意見を取り
入れて行うことが求められるとともに、評価の結果については、職員間で共有し、事業内容の向上に生かす。
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「新・放課後子ども総合プラン」の推進

（平成30年9月14日策定・公表）

趣旨・目的
○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

目標等

「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる国全体の目標（2023年度末まで）

【４つの推進方策】
○市町村行動計画等に
基づく計画的な整備
○学校施設の徹底活用
○共通プログラムの充実
○総合教育会議の活用
による総合的な
放課後対策の充実

■全ての小学校区で、両事業を一体的に又は連携して実施し、うち小学校内で一体型として１万箇所以上で実施するこ
とを目指す。
■両事業を新たに整備等する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放課後児童クラブの約
80％を小学校内で実施することを目指す。
■子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等
のより一層の向上を図る。

放課後児童クラブ （厚生労働省）

放課後子供教室 （文部科学省）

取組の現状
趣旨

■放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整備し、待機児童解消を目指し、その後も女性就業率
の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万人分の受け皿を整備（約122万人⇒約152万人）

すべての子供を対象として、学習支援や多様なプログラム
を実施

共働き家庭などの小学校に就学している児童を対象として、
放課後に適切な遊びや生活の場を提供

令和２年度予算額

６７億円の内数

97７．８億円

実施数

１９，２６０教室

２５，８８１か所

一体型

５，３６１か所

登録児童数

―

１，２９９，３０７人

新規開設分の
小学校での割合

―

５８％
（３，７９７か所のうち２，２１４か所）

実施場所

小学校

７２．２％、その他（公民館、中学校など）２７．８％

小学校

５３．６％、その他（児童館、公的施設など）４６．４％

※放課後子供教室の教室数は令和元年１１月時点、放課後児童クラブの箇所数と一体型、新規開設分の小学校での割合、実施場所における割合は令和元年５月時点の数値を記載
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