
１． 子どもの育ちを支え、若者が安
心して成長できる社会へ

（１）　 子どもを社会全体で支えるとと
もに、教育機会の確保を

　≪子育てを社会全体で支える≫
　□子ども手当の創設

・次代の社会を担う子ども一人ひとりの
育ちを社会全体で応援する観点から、
中学校修了までの子どもたちを対象と
して「子ども手当」を創設します。　

　≪子どもの学びを支援する≫
　□高校の実質無償化

・公立高校生については授業料を徴収し
ないものとするとともに、私立高校生
等については高等学校等就学支援金を
支給します。　

　□奨学金の充実等
・能力があるにもかかわらず、経済的な
理由により修学が困難な者に対する奨
学金や授業料の減免などの支援を行い
ます。

　□学校の教育環境の整備
・「生きる力」をより一層はぐくむこと
を目指すとともに、学校の教育環境の
整備を推進します。

（２）　 意欲を持って就業と自立に向か
えるように

　≪ 若者の自立した生活と就労に向けた支援
に取り組む≫

　□非正規雇用対策の推進
・意欲と能力に応じ、非正規雇用から正
規雇用へ移行できるようにするととも
に、就業形態にかかわらず、公正な処
遇や能力開発の機会が確保されるよう

にするなど、非正規雇用対策を推進し
ます。

　□若者の就労支援
・仕事と生活の調和の視点も含めた勤労
観・職業観や社会的・職業的自立に必
要な能力等をはぐくむキャリア教育・
職業教育、ジョブカフェ、ジョブ・カー
ド制度などによるフリーター等への就
労支援など、包括的な若者支援に取り
組みます。

　□ 子ども・若者育成支援推進法に基づく支
援
・子ども・若者育成支援推進法に基づき、
教育、福祉、保健、医療、矯正、更生
保護、雇用等各関連分野における施策
の総合的推進や、ニートやひきこもり
等の困難を有する子ども・若者への支
援を行うための子ども・若者支援地域
協議会の設置促進を図ります。

（３）　 社会生活に必要なことを学ぶ機
会を

　≪ 生命の大切さ、家庭の役割等についての
理解を深める≫

　□ 妊娠や家庭・家族の役割に関する教育・
啓発普及
・妊娠や不妊治療、家庭・家族の役割に
ついて早くから情報提供が行われるよ
うに啓発普及を図ります。特に、妊娠
や家庭・家族の役割については、発達
の段階を踏まえ、学校段階からの教育
の推進を図ります。

　□乳幼児とふれあう機会の提供
・保育所、児童館、保健センターなどの
公的施設等を活用して、中・高校生等
が乳幼児と出会いふれあう機会を広げ
るための取組を推進します。
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　□学校・家庭・地域における取組の推進
・学校・家庭・地域において、生命の大
切さや家庭・家族の役割、保育体験を
含む子育て理解等に関する教育を推進
します。

　□ 「家族の日」「家族の週間」等を通じた
理解促進
・多様な家庭や家族の形態があることを
踏まえつつ、「家族の日」（11月第３日
曜日）や「家族の週間」（家族の日の
前後１週間）における啓発や、地域や
企業の取組等の表彰を通じて、家族や
地域の大切さ等について理解の促進を
図ります。

　□家族形成に関する調査・研究等
・家族形成に関する調査・研究及び事例
収集・分析を通じて、政策的対応に向
けた検討を行います。

　≪ 学びや体験を通じ豊かな人間性を育成す
る≫

　□ 地域ぐるみで子どもの教育に取り組む環
境の整備
・学校支援地域本部や放課後子ども教室
等の実施により、地域ぐるみで学校を
支援し子どもたちを健やかにはぐくむ
活動を推進するとともに、家庭教育に
関する地域人材を養成し、相談対応や
学習機会の提供など、家庭の教育力の
向上に向けた取組を推進します。

　□消費者教育等の推進
・学校・家庭・地域において、消費者教
育・金融経済教育を推進します。

　□地域や学校における体験活動
・子どもたちと地域社会との関わりを深
め、豊かな人間関係を形成できるよう、
全国の小・中・高等学校において、自
然体験活動や集団宿泊体験、奉仕体験
活動などの様々な体験活動を行う機会
を提供します。

　□文化・芸術活動
・優れた舞台芸術の鑑賞や文化芸術活動

への参加を促進します。また、民俗芸
能や茶道、華道などの伝統文化を体験
できる機会の提供を支援します。

　□自然とのふれあいの場
・国立公園等の豊かな自然の中で自然や
環境の大切さを学ぶ機会の提供や、こ
どもエコクラブ事業による環境保全活
動や環境学習を行うことへの支援を通
じて、自然とのふれあい施策を推進し
ます。

　□ 農林水産業の体験や、都市と農山漁村と
の交流体験
・森林等の豊かな自然環境、地域の資源
を活用した農林漁業体験や自然体験な
どの多様な体験活動の取組を推進しま
す。

　□ 子どもの遊び場の確保（公園、水辺、森
林）
・都市公園、河川や海辺、森林などで、
子どもが身近な自然に安心してふれあ
うことができ、安全で自由に遊べるよ
う、環境整備を推進します。

２． 妊娠、出産、子育ての希望が実
現できる社会へ

（４）　 安心して妊娠・出産できるよう
に

　≪ 妊娠・出産の支援体制、周産期医療体制
を確保する≫

　□ 妊婦健診や出産に係る経済的負担の軽減
・出産に係る経済的負担の軽減を図ると
ともに、市町村による妊婦等に対する
早期の妊娠届出の勧奨や妊婦健診の公
費負担などにより、妊娠の健康管理の
充実及び経済的負担の軽減を図ります。

　□ 周産期医療体制の整備・救急搬送受入体
制の確保
・地域における周産期医療の中核となる
総合周産期母子医療センター及びそれ
を支える地域周産期母子医療センター
等への支援（新生児集中治療管理室
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（NICU）の整備等）、周産期医療に
携わる医師・助産師等の確保、救急搬
送受入体制の確保を図ります。

　□産科医療補償制度
・すべての分娩機関が産科医療補償制度
に加入し、分娩に関する紛争の防止・
早期解決を図るとともに、原因分析に
よる将来の同種事例の防止に役立つ情
報の提供などにより、産科医療の質の
向上を図ります。

　□マタニティマークの普及啓発
・妊婦健診の適正な受診や妊娠の届出に
ついて周知を図るとともに、社会全体
で妊産婦に対するやさしい環境をはぐ
くんでいく「マタニティマーク」の普
及を図ります。

　□ 相談支援体制の整備（妊娠・出産、人工
妊娠中絶等）
・生涯を通じた女性の健康支援（リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ）の視点
から、妊娠・出産や人工妊娠中絶等の
悩みを抱える者に対して、訪問指導等
の母子保健事業を活用した相談支援の
ほか、「女性健康支援センター」等で
の相談援助体制の整備を図ります。

　≪不妊治療への支援に取り組む≫
　□不妊専門相談センター

・男女を問わず、不妊治療に関する情報
提供や相談体制を強化するため、不妊
に関する医学的な相談や不妊による心
の悩みの相談等を行う不妊専門相談セ
ンターの整備を図ります。

　□不妊治療に係る経済的負担の軽減等
・不妊治療の経済的負担の軽減を図るた
め、高額の医療費がかかる不妊治療（体
外受精、顕微授精）に要する費用に対
する助成を行うとともに、適応症と効
果が明らかな治療には医療保険の適用
を検討し、支援を拡充します。

　　　 また、不妊治療における安全管理のた
めの体制の確保が図られるようにしま

す。

（５） 誰もが希望する幼児教育と保育
サービスを受けられるように

　≪ 待機児童の解消や幼児教育と保育の質の
向上等を図る≫

　□保育所待機児童の解消
・就労希望者の潜在的な保育ニーズに対
応し、就労しながら子育てしたい家庭
を支えるため、保育所待機児童の解消
を図ります。

　　　 とりわけ、待機児童の８割を占める３
歳未満児の公的保育サービスの利用割
合については、平成21年度末には対象
児童の24％、潜在的な保育需要を合わ
せると、平成29年度には44％に達する
と見込まれています。

　　　 このため、女性の就業率が段階的に上
昇することを勘案し、平成26年度まで
に35％の保育サービス提供割合を目指
し、潜在需要にも対応した待機児童の
解消を図ります。

　　　 その際、保育所の整備に加えて、小中
学校の余裕教室や幼稚園等の既存の社
会資源の活用、賃貸物件を活用した保
育所分園の整備、家庭的保育の拡充な
どを推進し、計画的に公的保育サービ
スの受入児童数の拡大を図ります。

　□多様な保育サービスの提供
・働き方の多様化などによる保育ニーズ
に対応するため、延長保育、休日保育、
夜間保育、病児・病後児保育、複数企
業間での共同設置を含む事業所内保育
等の多様な保育サービスの拡大を図り
ます。

　□家庭的保育（保育ママ）の普及促進
・家庭的保育（保育ママ）の担い手の育
成や環境整備についての支援を充実
し、その普及促進を図ります。

　□幼児教育と保育の質の向上
・教育基本法等に基づき改訂された「幼
稚園教育要領」の円滑な実施を図ると
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ともに、教員研修や学校評価等の充実
を図ります。

　　　 また、「保育所保育指針」及び「保育
所における保育の質の向上のためのア
クションプログラム」に基づき、保育
実践の改善・向上、子どもの健康及び
安全の確保、保育士等の資質・専門性
の向上を図ります。

　□ 幼保一体化を含む新たな次世代育成支援
のための包括的・一元的な制度の  構築
・保育制度改革を含む新たな次世代育成
支援のための包括的・一元的な制度の
構築については、すべての子どもの健
やかな育ちを基本に置きつつ、社会全
体で費用を負担する仕組みにより財源
確保を図りながら、「明日の安心と成
長のための緊急経済対策」（平成21年
12月閣議決定）及び「新成長戦略（基
本方針）」（平成21年12月閣議決定）に
基づき検討し、平成23年通常国会まで
に所要の法案を提出します。その検討
にあたっては、地域主権を進める観点
から地方が主体的に実施するサービス
給付等に係る国と地方の役割分担等の
検討を併せて行います。
・新たな次世代育成支援のための制度体
系の検討等とあわせて、認定こども園
制度の在り方など、幼児教育、保育の
総合的な提供（幼保一体化）の在り方
についても検討し、結論を得ます。

　≪放課後対策に取り組む≫
　□ 「放課後子どもプラン（放課後児童クラ

ブ・放課後子ども教室）」の推進
・「放課後子どもプラン」などの取組に
ついて、全小学校区での実施を図るた
め、放課後児童クラブと放課後子ども
教室を連携して実施する総合的な放課
後児童対策を推進します。

　□放課後児童クラブの充実
・就労希望者の潜在的なニーズに対応
し、放課後児童クラブを利用したい人
が必要なサービスを受けられるよう、
受入児童数の拡充を図ります。

　　　 対象児童（小学校１～３年）のうち、
放課後児童クラブを利用する者の割合
については、潜在需要を合わせると、
平成29年度には40％に達すると見込ま
れていますが、平成26年度までに32％
のサービス提供割合を目指します。

　　　 また、放課後児童クラブを生活の場と
している子どもの健全育成を図るた
め、「放課後児童クラブガイドライン」
を踏まえ、放課後児童クラブの質の向
上を図ります。

（６） 子どもの健康と安全を守り、安心
して医療にかかれるように

　≪小児医療体制を確保する≫
　□小児医療の充実

・休日・夜間も含め、小児救急患者の受
入ができる体制を整備します。

【新たな次世代育成支援のための包括的・
一元的な制度の構築に向けての検討事項】
・ 育児休業～保育～放課後対策への切れ
目のないサービス保障
・ 市町村の責務の下、利用者への例外な
いサービス保障等による利用者本位の
仕組み
・ 多様なサービスメニューと客観的基準
による指定制の導入等による潜在需要
に対応した事業者の参入促進

・サービスの質の向上
・基礎自治体（市町村）が実施主体
・社会全体（国・地方・事業主・本人）
による費用負担
　
※ 例えば、フランスでは、「全国家族手
当金庫」により、子育て支援に係る財
源を一元的に管理する仕組みとなって
います。
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　　　 また、子どもについては、親の保険料
の滞納状況にかかわらず、一定の窓口
負担で医療にかかれるようにします。

　□小児慢性特定疾患治療研究事業等
・小児期における小児がんなど特定の疾
患の治療について確立と普及を図るた
め、小児慢性特定疾患治療研究事業を
推進するほか、未熟児の養育医療費の
給付等を行います。

　≪子どもの健康と安全を守る≫
　□予防接種

・定期の予防接種を円滑に受けられるよ
うな環境の確保に努め、伝染のおそれ
がある疾病の発生及びまん延の予防を
図ります。

　□こころの健康づくり
・児童思春期における心の問題に対応で
きる小児神経科、児童精神科等の医師
の養成を図るとともに、精神保健福祉
センター、児童相談所などにおける専
門相談の充実を図ります。

　　　 また、児童生徒の心身の健康相談や健
康教育の充実を図ります。

　□ 性に関する科学的な知識の普及と発達段
階に応じた適切な教育
・思春期の人工妊娠中絶やHIV感染症を
含む性感染症問題に対応するため、学
校や保健所等において、健康教育や電
話相談等を行うことにより、人間とし
てそれぞれの性を尊重すること等正し
い理解の推進と性に関する科学的な知
識の普及を図ります。

　□「食育」の普及促進
・子どもたちが、食に関する正しい知識
と望ましい食習慣を身に付け、豊かな
人間性をはぐくめるよう、家庭・学校・
保育所・地域等が連携した ｢食育｣ の
取組を推進します。

　□子どもの事故防止
・家庭内における子どもの事故防止につ
いて、母子保健事業等の機会を活用し

保護者に周知・指導を行うほか、建築
物、公園等の施設や製品などに関する
子どもの事故情報の収集・調査や情報
提供により、事故の未然・再発防止及
び安全性の向上を図ります。

　　　 さらに、子どもの事故防止について、
国自らの取組を加速化・重点化すると
ともに、家庭、学校、サークル、消費
者団体、事業者、自治体等の取組を促
進する「子どもを事故から守る！プロ
ジェクト」を展開します。

　□犯罪等の被害の防止
・学校、家庭やPTA等の団体、地域住民、
関係各機関等が連携し、地域ぐるみで
子どもの安全を守る環境の整備を推進
します。

　　　 また、子ども自らが安全な行動をとれ
るようにするための安全教育の取組を
推進します。

　□ 子どもの健康に影響を与える環境要因の
解明
・子どもの成長・発達に影響を及ぼす環
境要因（環境中の化学物質の曝露、生
活環境等）を解明し、子どもが健やか
に育つ環境の実現を目指すため、「子
どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）」を実施します。

（７）　 ひとり親家庭の子どもが困らな
いように

　≪ひとり親家庭への支援を推進する≫
　□子育て・生活支援

・保育所の優先入所やヘルパーの派遣な
どによる子育てや家事支援などを推進
します。

　□就業支援
・母子家庭等就業・自立支援センターや
ハローワーク等による就業支援、職業
訓練などによる資格・技能の取得支援、
在宅就業等を推進します。

　□経済的支援の充実
・児童扶養手当について、母子家庭だけ
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でなく父子家庭にも支給することとす
るとともに、母子家庭の自立を支援す
る観点から、母子寡婦福祉貸付金の貸
付け等の充実を図ります。

　　　 また、平成21年12月に復活した生活保
護の母子加算を引き続き支給します。

　□養育費の確保
・養育費相談支援センターや母子家庭等
就業・自立支援センター等において、
養育費に関する専門知識を有する相談
員が、養育費の取り決め等について相
談・情報提供を行うとともに、養育費
相談支援センターにおいて相談員の研
修等を実施します。

（８）　 特に支援が必要な子どもが健や
かに育つように

　≪障害のある子どもへの支援に取り組む≫
　□ 障がい者制度改革推進本部における取組

・障がい者制度改革推進会議の議論を踏
まえて、障害のある子どもの支援を含
む障害者制度の改革を推進します。

　□ ライフステージに応じた一貫した支援の
強化
・地域において障害のある子どもとその
家族を支えていく体制を整備するとと
もに、乳児期、就学前、学齢期、青年
期、成年期などライフステージに応じ
て、保健・医療・福祉・教育・就労な
どの連携した支援を行います。

　□障害のある子どもの保育
・障害のある子どもの専門機関である障
害児通園施設や児童デイサービスにつ
いて、地域への支援を強化する観点か
ら支援を行うとともに、子どもの育ち
に必要な集団的な養育のため、保育所
や幼稚園等における障害のある子ども
の受入れ体制の整備促進を図ります。

　□発達障害のある子どもへの支援の充実
・発達障害のある子どもの早期発見、早
期の発達支援、ライフステージに対応
する一貫した支援や家族への支援な

ど、地域における支援体制の充実を図
ります。

　□特別支援教育の推進
・インクルーシブ教育システムの構築と
いう障害者権利条約の理念を踏まえ、
発達障害を含む障害のある子ども一人
ひとりのニーズに応じた一貫した支援
を行うために、関係機関等の連携によ
り学校現場における特別支援教育の体
制整備を進めるとともに、教員の特別
支援教育に関わる専門性の向上等によ
り、特別支援教育の推進を図ります。

　≪ 児童虐待を防止するとともに、社会的養
護を充実する≫

　□ 児童虐待防止に向けた普及啓発（オレン
ジリボン・キャンペーン）
・児童虐待の現状を広く国民に周知する
とともに、オレンジリボン・キャンペー
ン等の啓発活動により、社会全体とし
て児童虐待を防止する機運を高めます。

　□児童虐待の早期発見・早期対応
・市町村における「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）」の機能強化を図るとともに、
相談、支援を行う児童福祉司等の確保
などにより児童相談所の体制強化を図
ります。

　　　 また、保育所や幼稚園、小・中学校等
の関係機関における職員等の対応スキ
ルの向上により、児童虐待の早期発見・
早期対応体制の充実を図ります。

　□家庭的養護の推進
・児童養護施設等の施設のケア単位の小
規模化の推進、里親や小規模住居型児
童養育事業（ファミリーホーム）の拡
充など家庭的養護を推進します。

　□年長児の自立支援策の拡充
・児童自立生活援助事業（自立援助ホー
ム）などの拡充、施設を退所した者等
に対する支援の充実を図ります。
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