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社会的養育の充実
社会的養育は、かつては親のない、親に育
てられない子供を中心とした施策であった
が、現在では、虐待を受けた子供や何らかの
障害のある子供への支援を行う施策へと役割
が変化しており、一人一人の子供をきめ細や
かに支援していけるような社会的資源とし
て、その役割・機能の変化が求められてい
る。
こうした中、厚生労働省はこれまで、里親
等への委託の推進、施設運営の質の向上、親
子関係の再構築の支援、自立支援の充実、子
供の権利擁護などを進めてきた。さらに
2016（平成28）年5月には、全ての児童が健
全に育成されるよう、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
強化等を図るため、「児童福祉法」（昭和22年
法律第164号）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法定化、市町
村及び児童相談所の体制強化、里親委託の推
進等を内容とする「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）が成立
した。これを踏まえて、社会的養育の充実に
向けた取組を推進している。

家庭養育の推進
保護者のいない子供や、虐待を受けた子供
など、社会的養護が必要な子供は、温かく安
定した家庭の中で養育されることが重要であ
る。
このため、2011（平成23）年3月には、里
親委託優先の原則を明示した「里親委託ガイ
ドライン」を策定し、家庭養護（里親、ファ
ミリーホーム）を推進してきた。里親等委託
率を伸ばしている地方公共団体においては、
児童相談所への専任の里親担当職員の配置
や、里親支援機関の充実、体験発表会の開催
や、市町村と連携した広報、特定非営利活動
法人や市民活動を通じた口コミなど、様々な
努力が行われている。また、児童養護施設等
における施設養護についても施設の小規模
化・地域分散化を行い、できる限り家庭的な

養育環境の形態に変えていく必要がある。こ
のため、各都道府県において、「都道府県推
進計画」を策定し、計画に基づいた施設の小
規模化・地域分散化への取組が実施されてい
る。
さらに2016（平成28）年5月に成立した

「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）では、国及び地方公共団
体は、児童が家庭において健やかに養育され
るよう保護者を支援することを原則とした上
で、家庭における養育が困難又は適当でない
場合には、まずは「家庭における養育環境と
同様の養育環境」で継続的に養育されるよ
う、それが適当でない場合には、「できる限
り良好な家庭的環境」において養育されるよ
う、必要な措置を講じなければならないこと
とされた。また、都道府県（児童相談所）の
業務として里親の開拓から児童の自立支援ま
での一貫した里親支援が位置付けられた。こ
れらを踏まえ、前述の計画を見直すこととし
ている。

施設退所児童等の自立支援策の推進
社会的養護の下で育った子供は、施設等を
退所し自立するに当たって、保護者等から支
援を受けられない場合が多く、その結果様々
な困難に突き当たることが多い。このような
子供たちの個々の状況に応じて必要な支援を
実施し、将来の自立に結びつけることが重要
である。
2007（平成19）年度から、施設等を退所
する子供等が、親がいない等の事情により身
元保証人を得られないため、就職やアパート
等の賃借に影響を及ぼすことがないように、
施設長等が身元保証人となる場合の補助を行
う「身元保証人確保対策事業」を実施してい
る。
2015（平成27）年12月には「児童虐待防
止対策強化プロジェクト」を策定し、家賃相
当額や生活費の貸付を行う事で安定した生活
基盤を築くために「児童養護施設退所者等に
対する自立支援貸付事業」を創設するなど、
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児童養護施設等を退所した児童等の着実な自
立を支援するための取組を実施している。
また、2016（平成28）年5月に成立した

「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）において、大学等に通っ
ている自立援助ホーム入居者について、22
歳の年度末までの間、引き続き自立援助ホー
ムに入居し続けることができることとされる
など、自立支援の充実を図ることとした。そ
れに伴い、2017（平成29）年度から、20歳
到達後から22歳の年度末までの間、大学等
に就学している自立援助ホーム入居者に対し
て引き続き支援を行う「就学者自立生活援助
事業」を実施している。
さらに、2017年度から、里親等への委託

や、児童養護施設等への施設入所措置を受け
ていた者で年齢到達等により措置を解除され
た者のうち、自立のための支援を継続して行
うことが適当な場合には、原則22歳の年度
末まで、個々の状況に応じて引き続き必要な
支援を行うとともに、施設等に入所している
者及び退所した者について、退所後の地域生
活及び自立を支援したり、対象者同士が集ま
り、意見交換や情報交換・情報発信を行える
ような場を提供したりする「社会的養護自立
支援事業」を実施している。

被措置児童等虐待の防止
施設等に措置された被措置児童等への虐待
があった場合には、被措置児童等を保護し、
適切な養育環境を確保することが必要であ
る。
このため、2009（平成21）年に施行され
た改正児童福祉法では、被措置児童等虐待の
防止に関する事項を盛り込み、被措置児童等
の権利擁護を図るための仕組みを整備した。
また、同年、「被措置児童等虐待対応ガイド
ライン」を作成し、都道府県の関係部局の連
携体制や通告等があった場合の具体的対応等
の体制をあらかじめ定めること、都道府県児
童福祉審議会の体制を整備することや、関係
施設の協議会等との連携・協議を強化し、被

措置児童等への周知や子供の権利についての
学習機会の確保を図ること等について、都道
府県等に対し具体的に示した。
なお、同改正児童福祉法第33条の17にお
いて、国が被措置児童等虐待の事例の分析や
調査等を行うこととされていることに基づ
き、制度施行から5年間の被措置児童等虐待
調査結果を分析した「被措置児童等虐待事例
の分析に関する報告」を2017（平成29）年8
月に示した。

社会的養護関係施設における質の向上
施設運営の質を向上させるため、施設種別
ごとの運営指針を策定するとともに、2012
（平成24）年度には、社会的養護の施設にお
ける第三者評価及び施設長研修を義務付け
た。
また、2014（平成26）年度には、社会的
養護関係施設での第三者評価が効果的に行え
るよう、評価基準の見直しを行った。
さらに、2015（平成27）年度予算には、
虐待を受けた子供等をより家庭的な環境で育
てることができるよう、職員配置の改善
（5.5：1→4：1等）や民間児童養護施設等の
職員給与の改善を行ったところであり、引き
続き施設機能の充実を進めていくこととして
いる。
2017（平成29）年度予算には、民間の児
童養護施設職員等の人材確保と処遇改善を図
るため、2％の処遇改善を行うとともに、虐
待や障害等のある子供への夜間を含む業務内
容を評価した処遇改善に加え、職務分野別の
リーダー的業務内容や支援部門を統括する業
務内容を評価した処遇改善を実施している。

（障害のある子供等への支援）
共生社会の実現
障害のある子供への支援に関して、障害者
に関する最も基本的な法律である「障害者基
本法」（昭和45年法律第84号）には、可能な
限り障害者である児童及び生徒が障害者でな
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い児童及び生徒と共に教育を受けられるよう
配慮しつつ、その年齢や特性等を踏まえた十
分な教育を受けられるようにすることや、障
害のある子供が可能な限りその身近な場所に
おいて療育等の支援を受けられるようにする
ことなどが規定されている。
また、政府は、全ての国民が障害の有無に
よって分け隔てられることなく相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
するため、障害者基本法に基づく障害者基本
計画に沿った施策の総合的かつ計画的な推進
を図っているが、2018（平成30）年度から
2022（平成34）年度までの5年間を対象とす
る「第4次障害者基本計画」（2018年3月30
日閣議決定）の中では、障害のある成人とは
異なる支援を行う必要性があることやインク
ルーシブ教育システムの推進など、障害のあ
る子供に対する支援の充実について盛り込ま
れている。
さらに、共生社会の実現に向けて、障害者
差別の解消を推進することを目的とした「障
害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」（平成25年法律第65号）が2013（平成
25）年6月に成立し、2016（平成28）年4月
から施行された。同法に基づく政府の施策の
基本的な方向を示す「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する基本方針」（2015（平
成27）年2月24日閣議決定）には、障害の
ある子供には、家庭や学校を始めとする社会
のあらゆる機会を活用し、子供の頃から年齢
を問わず障害に関する知識・理解を深め、障
害の有無にかかわらず共に助け合い・学び合
う精神を涵養する旨などが盛り込まれてい
る。

障害のある子供の保育等
障害のある子供については、保育所での受
入れを促進するため、1974（昭和49）年度
より、「障害児保育事業」において保育所に
保育士を加配する事業を実施してきたが、事
業開始より相当の年数が経過し、保育所にお
ける障害のある子供の受入れが全国的に広く

実施されるようになったため、2003（平成
15）年度より一般財源化し、2007（平成19）
年度より、地方交付税の算定対象を特別児童
扶養手当の対象児童から軽度の障害児に広げ
る等の拡充をしている（2017（平成29）年
度実施か所数：1万6,482か所、対象児童6万
4,718人）。
このほか、障害のある子供を受け入れるに
あたり、バリアフリーのための改修等を行う
事業や、障害児保育を担当する保育士の資質
向上を図るための研修を実施している。
また、幼稚園においても、特別支援教育
コーディネーターの指名などの支援体制を整
備するための経費の一部を国が補助するとと
もに、公立幼稚園において地方財政措置によ
る特別支援教育支援員の配置を進めるなど、
障害のある子供の受入れ体制の整備促進を
図っているところである。
さらに、障害のある子供に対して、「児童
福祉法」（昭和22年法律第164号）に基づき、
日常生活における基本動作の指導や、集団生
活の適応のための支援を行う児童発達支援等
を実施している。また、保育所等訪問支援の
実施により、障害の有無にかかわらず、保育
所等の育ちの場で全ての児童が共に成長でき
るよう、地域社会への参加・包容（インク
ルージョン）の推進を図っている。このほ
か、従来から引き続き、家族が休息などがで
きるよう一時的に預かって見守る日中一時支
援等を実施している。

関係機関の連携の強化による支援の実施
障害のある子供やその家族を支えるため、
乳幼児期を含めたライフステージに応じた切
れ目のない支援を行うことができる地域の支
援体制の確立を図ることが必要である。
また、障害のある子供には、その時々に応
じて、保健、医療、福祉、教育及び労働など
様々な関係者が支援を行うことが必要であ
り、協議会の活用（子ども部会の設置）等に
より関係機関や関係者の連携システムを構築
していく必要がある。
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2015（平成27）年度より、障害福祉サー
ビス等において、児童発達支援センター等の
専門的療育を実施する事業所と保育所、小学
校、就業時における企業等との連携を報酬上
評価すること等により関係機関の連携の強化
を図っているところである。
2016（平成28）年6月に成立した「障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律及び児童福祉法の一部を改正する
法律」（平成28年法律第65号）により、「児
童福祉法」（昭和22年法律第164号）第56条
の6第2項が新設され、医療的ケアが必要な
障害児が適切な支援を受けられるよう、地方
公共団体において、保健、医療、福祉等の連
携促進を図ることが努力義務とされたところ
である。併せて、障害児支援の提供体制の計
画的な構築を図るため、地方公共団体におい
て、「障害児福祉計画」を策定することが義
務付けられた。
2017（平成29）年7月には「児童発達支援
ガイドライン」を策定し、関係機関と連携を
図り、円滑な児童発達支援の利用と、適切な
移行を図ることとした。
また、聴覚障害の早期発見・早期療育が図
られるよう、2017年度から、新生児聴覚検
査に係る協議会の設置や、研修会の実施、普
及啓発等により、都道府県における推進体制
を整備している。

発達障害児への支援の充実
発達障害児への支援については、2016（平
成28）年通常国会（第190回国会）において
「発達障害者支援法」（平成16年法律第167号）
の一部が改正されたことを踏まえ、発達障害
者の乳幼児期から高齢期までの各ライフス
テージに対応する一貫した切れ目ない支援の
推進を図るため、保健、医療、福祉、教育及
び労働等の制度横断的な関連施策の推進に取
り組んでいる。具体的には、都道府県・指定
都市に、保健、医療、福祉、教育、労働に関
する機関が参加する「発達障害者支援地域協
議会」を設置し、地域における発達障害児の

支援体制に関する課題について情報を共有す
る等、関係機関の連携の緊密化を図ることと
している。
また、発達障害児者やその家族が地域で安
心して暮らしていけるよう2007（平成19）
年4月から「発達障害児者地域生活支援モデ
ル事業」を実施しており、2017（平成29）
年度は以下のテーマを設定した。
ア） 地域で暮らす発達障害児者に課題や困り

事が生じた際に、発達障害児者の特性を
理解した上で、地域や関係機関において
適切な対応を行うための支援手法の開発

イ） 発達障害児者の社会生活等の安定を目的
として、当事者同士の活動や当事者、そ
の家族、地域住民が共同で行う活動に対
する効果的な支援手法の開発（新規）

ウ） ライフステージを通じて、切れ目なく発
達障害児者の支援を効果的に行うため、
医療、保健、福祉、教育、労働等の分野
間で連携した支援手法の開発（新規）
そのほか、発達障害等に関する知識を有す
る専門員が、市町村の保育所、放課後児童ク
ラブ等の子供やその親が集まる施設・場を巡
回し、施設のスタッフや親に対して、発達障
害の早期発見・早期対応のための助言等の支
援を実施し、地域における発達障害児に対す
る支援体制の充実を図っている。

「気づき」の段階からの支援
乳幼児健診や子育て家庭の利用する様々な
施設・事業において、特別な支援が必要とな
る可能性のある子供を早期に発見し、適切な
専門機関につなぐこと等により、「気づき」
の段階からの支援の充実を図っている。

特別支援教育の推進
障害のある子供については、その能力や可
能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加す
るために必要な力を培うことができるよう、
通常の学級、通級による指導、特別支援学
級、特別支援学校といった連続性のある「多
様な学びの場」において一人一人の教育的
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ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援が
行われている。
また、障害のある子供に適切な指導や必要
な支援を行うためには、特別支援教育にかか
わる教員の専門性の向上や、各学校における
支援体制の整備を一層充実していくことが重
要な課題であるため、大学等への委託により
特別支援教育に関する研修を実施し、特別支
援教育にかかわる教員の専門性の向上に取り
組むとともに、「発達障害の可能性のある児
童生徒等に対する支援事業」等の各種事業の
実施や、障害のある子供の学校における日常
生活上・学習活動上のサポートを行う「特別
支援教育支援員」の配置に関する地方財政措
置を行っている。さらに、独立行政法人国立
特別支援教育総合研究所においては、国の政
策課題等に対応した研究、指導者養成のため
の研修や講義配信による幅広い教員の資質向
上支援、「発達障害教育推進センター」にお
ける指導法などの支援コンテンツ等を通じた
情報提供等を行っている。

（ニート、ひきこもり等の子供・若
者への支援）
地域のネットワークを通じた子供・若者への
支援
2010（平成22）年4月に施行された「子ど
も・若者育成支援推進法」（平成21年法律第
71号）においては、ニートやひきこもり、
不登校等の社会生活を営む上での困難を有す
る子供・若者に対し、教育、福祉、保健、医
療、矯正、更生保護、雇用等様々な機関が
ネットワークを形成し、それぞれの専門性を
生かして若者の就業と自立に向けた支援を
行っていくため、地方公共団体に「子ども・
若者支援地域協議会」を置くよう努めるもの
とされている。また、社会生活を円滑に営む
ことができるようにするために、子供・若者
の住居その他の適切な場所において、必要な
相談、助言又は指導を行うことが必要とされ
ている。

このため、内閣府では「子供・若者支援地
域ネットワーク強化推進事業」を実施してお
り、2018（平成30）年4月1日現在、116か
所の地方公共団体に子ども・若者支援地域協
議会が設置されている。また、困難を有する
子供・若者に対する支援に携わる人材養成を
図るため、アウトリーチ（訪問支援）研修を
始めとする各種研修を実施している。

遺児への支援
2014（平成26）年度に東日本大震災被災
地の子供と家族に対する健康・生活支援のた
めに創設した「被災した子どもの健康・生活
対策等総合支援事業」は、2015（平成27）
年度には復興庁所管の被災者健康・生活支援
総合交付金内の事業となり、2016（平成28）
年度には被災者支援総合交付金内の事業とし
て引き続き計上し、児童精神科医等が巡回相
談により子供の心のケア等を行う「親を亡く
した子ども等への相談・援助事業」を実施し
た。
交通事故遺児支援については、自動車事故
による交通遺児等の健全な育成を図るため、
独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）
において、中学校卒業までの遺児等を対象
に、育成資金の無利子貸付を行うとともに、
公益財団法人交通遺児等育成基金において
は、満16歳未満の遺児を加入対象に、育成
給付金の支給を満19歳に達するまで行って
いる。
自死遺児支援については、2006（平成18）
年10月に施行された「自殺対策基本法」（平
成18年法律第85号）を踏まえ、自殺又は自
殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響
が緩和されるよう、当該親族等に対する適切
な支援を行うため、遺族のための自助グルー
プ等の地域における活動を支援するなど、地
方公共団体との連携の下、自死遺族支援施策
の中で関連施策の推進に取り組んでいる。具
体的には、地域自殺対策緊急強化基金を活用
して、地方公共団体において、自死遺児支援
のためのつどいの開催等の取組を実施してい
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定住外国人の子供に対する就学支援
2017（平成29）年5月現在、我が国の公立
の小学校、中学校、高等学校などに在籍する
外国人児童生徒の数は8万6,015人である。
また、日本語指導が必要な外国人児童生徒の
数は、2016（平成28）年5月現在で3万4,335
人であり、前回調査の2014（平成26）年度
と比べて5,137人（約17.6％）増加しており、
多数在籍している。
外国人については、保護者が希望する場合
には、その子供を公立の義務教育諸学校に無
償で就学させることができ、その支援のため
に以下のような施策を行っている。
・外国人児童生徒等の受入れから卒業後の進
路までの一貫した指導・支援体制の構築を
図るため、各地方公共団体が行う公立学校
への受入促進、日本語と教科の統合指導・
生活指導等を含めた総合的・多面的な指
導、保護者を含めた支援体制の整備等に関
する取組を支援する事業を実施
・就学に課題を抱える外国人の子供を対象と
した、公立学校や外国人学校等への就学に

必要な支援を学校外において実施する地方
公共団体を補助する事業の実施
・従来、日本語指導を含む個別の課題解決の
ために、各都道府県からの申請に応じ、教
職員定数を加配措置していたが、2017年3
月の「公立義務教育諸学校の学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律」（昭和33
年法律第116号）の改正により、2017年度
以降、加配定数を基礎化し、日本語能力に
応じた特別の指導を行う児童生徒の数に応
じて教員の定数を算定することとし、2026
（平成38）年度までの10年間で計画的に実
施することとしている。
・独立行政法人教職員支援機構により、外国
人児童生徒教育に携わる教員や校長・教頭
などの管理職及び指導主事を対象として、
学校全体での外国人児童生徒の受入れ体制
の整備、関係機関との連携、日本語指導の
方法等を主な内容とした実践的な研修を実
施
・日本語指導が必要な児童生徒を対象とした
「特別の教育課程」の編成・実施の推進
（学校教育法施行規則を一部改正、2014年
1月14日公布、4月1日施行）
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