第 1 節 結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた支援

第１章
第２章
第１章
第２章
参 考

（子供の健やかな育ち）
未就学児の教育環境の整備等
幼稚園については、2017（平成 29）年 3 月
に「幼稚園教育要領」の改訂を行った。新し
い幼稚園教育要領では幼稚園教育において育
みたい資質・能力を「知識及び技能の基礎」、

さらに、2016（平成 28）年度には、
「幼児
教育の質向上推進プラン」として、国・地方
公共団体の幼児教育振興策の政策立案を行う
上で必要となる基礎データの収集・分析や政
策効果に関する研究を行うための国の調査研
究拠点として国立教育政策研究所内に「幼児
教育研究センター」を設置した。また、文部

「思考力、判断力、表現力等の基礎」、「学び
に向かう力、人間性等」として明確にすると

科学省では、都道府県や市町村における、研
修等の拠点となる幼児教育センターの設置

ともに、幼稚園教育要領に基づく活動全体を
通して資質・能力が育まれている幼児の幼稚
園修了時の具体的な姿を「幼児期の終わりま

や、各園を巡回して助言等にあたる幼児教育
アドバイザーの配置など、地方公共団体にお
ける幼児教育の推進体制を構築するためのモ

でに育ってほしい姿」として明確にした。こ
の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

デル事業を実施している。そのほか、幼児期
の教育内容等についてより深化・充実するた

を小学校と共有するなど連携を図り幼稚園教
育と小学校教育の接続について一層の推進を

めの調査研究を行った。
保育所については、2015（平成 27）年 4 月

図った。改訂の内容については、2018（平成
30）年の 4 月から全面実施されている。
また、第三者評価を含め幼稚園の特性に応

からの「子ども・子育て支援新制度」の施
行、0 歳児から 2 歳児を中心とした保育所利
用児童数の増加などの保育をめぐる状況が大

じた学校評価を推進するため、2011（平成

きく変化したことを受け、2017 年 3 月に「保

23）年 11 月には、
「幼稚園における学校評価
ガイドライン」を改訂した。

育所保育指針」の改定を行った。社会保障審
議会児童部会保育専門委員会の「保育所保育
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指針の改定に関する議論のとりまとめ」
（2016
年 12 月）において、改定の方向性として、
〈1〉乳児・1 歳以上 3 歳未満児の保育に関す
る記載の充実、〈2〉保育所保育における幼児
教育の積極的な位置づけ、〈3〉子供の育ちを
めぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の
記載の見直し、〈4〉保護者・家庭及び地域と
連携した子育て支援の必要性、〈5〉職員の資
質・専門性の向上といった内容が示され、こ
れを受けて改定を行ったものである。新たな
保育所保育指針は 2018 年 4 月 1 日から適用し
たところである。
また、保育の質を向上させるため、2009
（平成 21）年から保育所保育指針において保
育所及び保育士の自己評価の努力義務が定め
られたことに伴い、同年 3 月に「保育所にお
ける自己評価ガイドライン」を策定した。さ
らに、保育を含む福祉サービスの第三者評価
事業の普及を図るため、子ども・子育て支援
新制度において、保育所の受審料を支援する
「第三者評価受審加算」を設けている。
幼稚園、保育所両方の性格を有する幼保連
携型認定こども園については、教育課程その
他の教育及び保育の内容に関する事項を定め
た「幼保連携型認定こども園教育・保育要
領」（以下「教育・保育要領」という。）を
2014（平成 26）年 4 月に内閣府・文部科学
省・厚生労働省で共同告示し、2015 年 4 月か
ら施行された。教育・保育要領の内容を定め
るに当たっては、
「就学前の子どもに関する
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は、〈1〉幼稚園教育要領及び保育所保育指針
との整合性を確保すること、〈2〉幼保連携型
認定こども園として特に配慮すべき事項等と
して「教育と保育が一体的に行われること」、
「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等
に関する全体的な計画の策定」、「多様な生活
形態の保護者への配慮」等の記載を充実する
ことの 2 点である。
また、2018 年 4 月の施行に向けて、都道府
県等において説明会等を開催し、改訂内容を
周知してきた。
さらに、認定こども園法等において、教育
及び保育並びに子育て支援事業等の状況につ
いての評価が規定されている。評価のうち、
第三者評価についての受審を進めていくため
に、子ども・子育て支援新制度において、第
三者評価の受審料を支援する「第三者評価受
審加算」を設けている。
地域ぐるみで子供の教育に取り組む環境の整
備
学校、家庭及び地域住民等がそれぞれの役
割と責任を自覚しつつ、未来を担う子供たち
を健やかに見守り育むことにより、地域や家
庭の教育力の向上を図るため、放課後子供教
室や家庭教育支援など、地域住民の参画によ
る教育支援の取組を全国で推進している。
地域と学校の連携・協働については、2017
（平成 29）年 3 月に改正した「社会教育法」
（昭和 24 年法律第 207 号）を踏まえて、幅広

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律」（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こ
ども園法」という。）第 10 条第 2 項において、
幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合
性の確保に配慮しなければならないとされて
いる。このため、幼稚園教育要領及び保育所
保育指針の改訂等に向けた検討を受け、「幼
保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂
に関する検討会」の審議を踏まえて教育・保
育要領を改訂し、2017 年 3 月に共同告示し
た。

い地域住民や企業・団体等の参画により、地
域と学校が連携・協働して、学びによるまち

新しい教育・保育要領の基本的な考え方

従来の学校支援地域本部等の地域と学校の連

づくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等
における学習・体験活動など、地域全体で未
来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生
する「地域学校協働活動」を推進する新たな
体制（地域学校協働本部）を全国に推進して
いる。
・地域学校協働本部
2008（平成 20）年度から実施してきた、
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を形成することにより地域学校協働活動を推
進する体制である地域学校協働本部の設置を
推進している（2017 年度実施か所数：5,168
本部）。

公共団体に委託して実施し、家庭教育支援
チーム等による訪問型の家庭教育支援体制の

・放課後子供教室
放課後等に、学校の余裕教室等を活用し

し、地域における家庭教育支援活動の一層の
推進を図った。さらに、家庭教育の基盤とな

て、全ての子供を対象として、安全・安心な
活動拠点（居場所）を設け、地域住民等の参

る、食事や睡眠などを始めとする子供の基本
的な生活習慣の定着を図るため、「早寝早起
き朝ごはん」国民運動を推進するとともに、
中高生を中心とした子供の自立的な生活習慣
づくりを推進するため、家庭と学校、地域の
連携による生活習慣改善のための実証研究
「中高生を中心とした生活習慣マネジメン
ト・サポート事業」を全国の 8 地方公共団体
で実施した。独立行政法人国立女性教育会館
に お い て は、
「 女 性 情 報 ポ ー タ ル “Winet”
（ウィネット）1」において、育児・子育て支
援に関する情報を提供している。

（地域の安全の向上）

・外部人材を活用した教育支援活動の推進
地域の多様な経験や技能を持つ外部人材・

幼稚園・保育所等における事故の発生・再発
防止

企業等の協力により、土曜日等の教育活動を
行う体制を構築し、地域と学校が連携・協働
した取組を支援している（2017 年度実施か

2015（平成 27）年 6 月から「特定教育・保
2
育施設等における事故情報データベース」
の
運用を開始した。同年 12 月 21 日の「教育・
保育施設等における重大事故の再発防止策に
関する検討会最終取りまとめ」を踏まえ、
2016（平成 28）年 4 月 25 日に「教育・保育
施設等における重大事故防止策を考える有識
者会議」を新たに開催し、特定教育・保育施
設等における事故情報データベースの改善
や、事故に関する注意喚起を行う等、重大事
故の再発防止に係る取組を進めている。
また、2016 年 3 月 31 日付で公表された「教
育・保育施設等における事故防止及び事故発

所数：1 万 2,423 校）
。
・家庭教育支援
全ての親が家庭教育に関する学習や相談が
できる体制が整うよう、家庭教育支援チーム
の組織化等により、身近な地域における相談
対応、保護者への学習機会や親子参加型行事
の企画・提供などの家庭教育を支援する活動
を推進している（2017 年度実施か所数：5,098
か所）。

1
2
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・地域未来塾
経済的な理由や家庭の事情により、家庭で
の学習が困難であったり、学習習慣が十分に
身についていない中学生・高校生等に対し
て、地域住民の協力等による原則無料の学習
支援である「地域未来塾」の取組を実施して
いる（2017 年度実施か所数：2,813 か所）。

第２章

る（2017 年度実施か所数：1 万 7,615 教室）
。

構築を図った。
2017 年度は新たに「家庭教育支援チーム」
の活動の推進に係る文部科学大臣表彰を実施

第１章

画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸術活
動等の体験活動、地域住民との交流活動等の
機会を提供する放課後子供教室を実施してい

第２章

また、「先駆的家庭教育支援推進事業（訪
問型家庭教育支援の実施）」を全国の 6 地方

第１章

携体制を基盤として、より幅広い層の地域住
民、団体等が参画し、緩やかなネットワーク

http://winet.nwec.jp/
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html#database
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生時の対応のためのガイドライン」につい
て、改めて周知啓発資料等により周知徹底を
行うとともに、各種会議、研修会等により地
方公共団体、施設・事業者等に対し、特にう
つぶせ寝に関する注意の周知徹底を図る等、
安心かつ安全な保育を実施するよう事故防止
の取組を推進している。

（ひとり親家庭支援）
経済的支援
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進
に寄与するため、児童扶養手当を支給するほ
か、ひとり親家庭等の生活や子供の就学に必
要な資金等について貸付を行う「母子父子寡
婦福祉資金貸付金」の貸付を行っている。
2010（平成 22）年の「児童扶養手当法の一
部を改正する法律」（平成 22 年法律第 40 号）
においては、児童扶養手当の支給対象を父子
家庭の父にも拡大し（2010 年 8 月）
、生活保
護の母子加算についても引き続き支給した。
さらに、2014（平成 26）年の「次代の社会
を担う子どもの健全な育成を図るための次世
代育成支援対策推進法等の一部を改正する法
律」（平成 26 年法律第 28 号）では、新たに父
子家庭を対象とした福祉資金貸付制度が創設
された。

（児童虐待の防止、社会的養護の充
実）
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（平成 28）年度には児童虐待防止法制定直前
の約 10.5 倍に当たる、12 万 2,575 件となって
いる。子供の生命が奪われるなど重大な児童
虐待事件も後を絶たず、児童虐待の防止は社
会全体で取り組むべき重要な課題である。
（第 2‑2‑5 図）
このような課題に対処するため児童福祉法
等の改正が 2 年連続で行われ、児童虐待につ
いて、発生予防から自立支援までの一連の対
策の更なる強化を図っている。2016 年 5 月に
成立し、2017（平成 29）年 4 月に全面施行さ
れた「児童福祉法等の一部を改正する法律」
（平成 28 年法律第 63 号。以下、「平成 28 年児
童福祉法等改正法」という。）では、初めて
子供を権利の主体として法律に位置付けるな
ど児童福祉法の理念を明確化するとともに、
子育て世代包括支援センターの設置、市町村
及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推
進等の所要の措置を講ずることとされた。
（第 2‑2‑6 図）さらに、2017 年 5 月に成立し
た「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関す
る法律の一部を改正する法律」（平成 29 年法
律第 69 号）では、虐待を受けている児童等
の保護を図るため、家庭裁判所が都道府県等
に対して保護者指導を勧告することができる
こととする等、司法関与を強化する等の措置
を講ずることとされた。（第 2‑2‑7 図）
・市町村及び児童相談所の体制強化等
厚生労働省では、児童福祉法に基づき、地
方公共団体が設置する要保護児童対策地域協

児童虐待の未然防止、重篤化防止のための早
期対応
・児童虐待の現状と児童虐待防止対策

議会において、児童相談所、学校・教育委員
会、警察等の関係機関と要保護児童やその保
護者等に関する情報共有や、支援内容の協議

児童虐待への対応については、「児童虐待
の防止等に関する法律」（平成 12 年法律第 82
号。以下「児童虐待防止法」という。
）及び

を行うこととしており、関係機関が適切な連
携の下で対応している。同協議会は、2016
年 4 月現在、99.2％の市町村で設置されてい

「児童福祉法」（昭和 22 年法律第 164 号）の累
次の改正や「民法」（明治 29 年法律第 89 号）
により、制度的な充実が図られてきた。一方
で、全国の児童相談所における児童虐待に関
する相談対応件数は一貫して増加し、2016

る。また、平成 28 年児童福祉法等改正法に
伴い、市町村は、子供の最も身近な場所にお
ける子供及び妊産婦の福祉に関する支援業務
を適切に行わなければならないことが明確化
され、市町村は、子供とその家庭及び妊産婦
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・学校による取組
2012（平成 24）年 3 月に、児童虐待の速や
かな通告を一層推進するための留意事項を、
都道府県等を通じて、学校教育関係者に通知
するなど、児童虐待防止法の規定による早期
発見努力義務及び通告義務等について周知徹
底を図っている。
また、教職員の対応スキルの向上を図るた

布している。
2016 年 6 月、児童虐待防止対策として〈1〉
児童虐待の早期発見〈2〉児童虐待への早期
対応〈3〉関係機関との連携の強化〈4〉学校
等から児童相談所への情報提供〈5〉学校等
の間の情報共有〈6〉児童虐待等に係る研修
の実施を行うことを周知した。また、2017
年 10 月、児童虐待の早期発見・早期対応等、
学校における適切な対応が図られるよう、児
童虐待防止推進月間（11 月）において〈1〉

第 13 次報告においては、心中以外の虐待
死（48 例・52 人）では、0 歳児死亡が最も多
く（約 6 割）、うち月齢 0 か月が約半数を占め
ること、実母が抱える問題として「予期しな

参 考

る研修を受けなければならないことが規定さ
れた。当該改正及び 2016 年 4 月に策定した

第２章

ため、「養護教諭のための児童虐待対応の手
引」を作成し、2007（平成 19）年 12 月に配

・児童虐待による死亡事例等の検証
児童虐待による死亡事例等について、2004
（平成 16）年度より、社会保障審議会児童部
会の下に設置されている「児童虐待等要保護
事例の検証に関する専門委員会」において、
児童虐待による死亡事例等について、分析、
検証し、事例から明らかになった問題点・課
題に対する具体的な対応策を提言として取り
まとめており、2017 年 8 月には、
「子ども虐
待による死亡事例等の検証結果等について
（第 13 次報告）」を取りまとめた。

第１章

めの研修教材を作成するとともに、養護教諭
の児童虐待への対応の充実を図る一助とする

士や児童心理司等の専門職を配置すること
や、児童福祉司は、国が定める基準に適合す

「児童相談所強化プラン」に基づき、児童福
祉司等の専門職の増員や資質の向上、関係機
関との連携強化等を図っている。

第２章

専門的な相談対応や必要な調査、訪問等によ
る継続的なソーシャルワーク業務までを行う
機能を担う拠点（市区町村子ども家庭総合支
援拠点）の整備に努めなければならないとさ
れたことを踏まえ、当該支援拠点の設置を推
進している。
さらに、児童相談所の体制強化として、平
成 28 年児童福祉法等改正法において、弁護

第１章

等を対象に、実情の把握、子供等に関する相
談全般から通所・在宅支援を中心としたより

児童虐待防止に係る研修の実施〈2〉学校に
おける児童虐待の早期発見に向けた点検及び
通告〈3〉関係機関（児童相談所・福祉事務
所）との連携強化のための情報共有〈4〉家
庭に対する支援等の取組を実施することを要
請した。
このほか、児童生徒の相談を受けることが
できるよう、スクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカーの活用等、教育相談体
制の整備を支援している。

い妊娠 / 計画していない妊娠」
、「妊婦健診未
受診」が高い割合を占めること等が特徴とし
て見られた。
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