
処遇改善については、2017年４月から２％
の改善を行うとともに、努力が評価され、将
来に希望が持てるよう、技能・経験に応じた
キャリアアップの仕組みを構築し、リーダー
的役割を果たしている中堅職員に対して月額
最大４万円の処遇改善を行っている。2019
年４月からは更に１％の処遇改善を行い、
2022年２月からは「コロナ克服・新時代開
拓のための経済対策」（2021年11月19日閣議
決定）に基づき、賃上げ効果が継続される取
組を行うことを前提に、収入を３％程度（月
額９千円）引き上げるための措置を行うこと
としている。

2021年度当初予算においては、保育の現
場・職業の魅力向上を図るため、情報発信の

プラットフォームの作成などの保育士・保育
現場の魅力発信や労務管理の専門家の巡回支
援などの魅力ある職場づくり、保育補助者等
の配置による保育士の業務負担軽減を盛り込
んだ。

また、2021年度補正予算においては、保
育士資格の取得や再就職を目指す者等に対す
る修学資金等の貸付原資等を補助し、安定的
な財源を確保するとともに、保育の周辺業務
や補助業務に係るICT等を活用した業務シ
ステムの導入の支援や、在宅等で研修が受講
できるよう、オンライン研修を行うために必
要な教材作成経費等の支援を盛り込んだ。

2022年度当初予算においては、既存の取
組に加えて、計画的に保育士等の勤務環境の

	第2-1-6図	 保育人材の確保に向けた総合的な対策				

◆ 「新子育て安心プラン」 に基づく約14万人分の保育の受け皿整備に必要となる保育人材（新たに約2.5万人）の確保を含め、
処遇改善のほか、保育の現場・職業の魅力向上を通じた、新規の資格取得、就業継続、離職者の再就職の支援に総合的に取り組む。

保育人材の確保に向けた総合的な対策

就業継続支援

○保育士修学資金貸付の実施（養成校に通う学生に対し、修学資金の一部を貸付け）

・学費5万円(月額)など。卒業後、５年間の実務従事により返還を免除

○保育士の資格取得を支援
・保育所等で働きながら養成校卒業による資格取得を目指す方への授業料、保育士試験の合格による資格取得を目指す方への教材費等の支援

○保育士試験の年２回実施の推進（ 27年度：４府県で実施 → 29年度：全ての都道府県で実施）

○保育士・保育の現場の魅力発信（情報発信のプラットフォームの構築など、様々な対象者に対して魅力発信を実施）【R３予算】

○保育所等におけるＩＣＴ化の推進
・保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業務のＩＣＴ化に係るシステムの導入費用や翻訳機等を支援
・都道府県等で実施されている研修のオンライン化 【R２補正】

○保育補助者の雇い上げの促進（保育士の業務を補助する方の賃金の補助）
・補助要件（勤務時間週30時間以下の要件）の撤廃＆補助基準額の引き上げ（ １施設１名分（233.3万円）→(311,1万円) 等）【R３予算】

○保育体制強化事業の促進（清掃等の業務を行う方の賃金の補助）
※園外活動時の見守り等にも取り組む場合：月100千円→月145千円等 【R２予算～】

○保育士宿舎借り上げ支援（補助額：一人当たりの月額を市区町村単位で設定（月額8.2万円を上限）、支給期間：採用から５年以内※）
※直近２カ年のいずれかで保育士の有効求人倍率が２以上の場合は採用から９年以内【R３予算】
※令和２年度に事業の対象だった者は令和２年度の年数を適用【R３予算】

○保育士の働き方改革への支援
・労務管理の専門家による巡回支援や魅力ある職場づくりの啓発セミナーの実施【R３予算】
・保育士確保や定着、労働条件等の改善に関して、保育士の相談窓口を設置【R３予算】

新規資格取得支援

○保育士・保育所支援センターの機能強化（潜在保育士の掘り起こしを行い、保育事業者とのマッチング支援（職業紹介）を実施）

・マッチングシステムを導入する費用を支援し、業務の効率化・きめ細かなマッチングを実施（補助額700万円）

・保育補助者等のマッチングや現職保育士に対する支援、管内の保育所等への巡回等によるマッチング機能の向上【R３予算】

○潜在保育士再就職支援事業
・長いブランクによる潜在保育士の職場復帰への不安を軽減するため、保育所等が潜在保育士を非常勤として

試行的に雇用する際に行う研修等に要する費用を補助（補助額10万円）

○就職準備金貸付事業（再就職する際等に必要となる費用を貸し付け（40万円）、２年間勤務した場合、返還を免除）

離職者の再就職支援

資料：厚生労働省資料
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改善等に関する取組が図られるよう、保育支
援者を活用し、保育士の業務負担を軽減する
事業の補助要件の見直しを盛り込んだ。

こうした総合的な支援に力を尽くし、更な
る保育人材の確保に取り組んでいくこととし
ている。

（放課後児童クラブ・放課後子供教
室の整備及び一体的な実施）

「新・放課後子ども総合プラン」の実施
共働き家庭等の「小１の壁」・「待機児童」

を解消するとともに、次代を担う人材を育成
するため、全ての児童が放課後を安全・安心
に過ごし、多様な体験・活動を行うことがで
きるよう、2018年９月に、2019年度から５
年間を対象とする「新・放課後子ども総合プ

ラン」を文部科学省と厚生労働省が共同で策
定した。同プランでは、放課後児童クラブに
ついて、2023年度末までに約152万人分の受
け皿整備を行うとともに、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１万か所以上で実施
することを目指している。

また、新たに放課後児童クラブ又は放課後
子供教室を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
施することを目指している。

さらに、子供の主体性を尊重し、子供の健
全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹
底し、子供の自主性、社会性等の向上を図る
こととしている。（第2-1-7図）

	第2-1-7図	「新・放課後子ども総合プラン」の全体像

○そのため、引き続き共働き家庭等の「小 の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活
動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な整備等を推進するため、下記のとおり目標を設定し、新たなプ
ランを策定。

■放課後児童クラブについて、 年度末までに約 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 年度末までに計約 万人分の受け皿を整備（約 万人⇒約 万人）

「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる目標（ ～ 年）

○現行プランにおける放課後児童クラブ、放課後子供教室の両事業の実績は、放課後児童クラブの約 万人分整備が順調に進むなど、大きく伸びて
いるが、近年の女性就業率の上昇等により、更なる共働き家庭等の児童数の増加が見込まれており、「小 の壁」を打破するとともに待機児童を
解消するため放課後児童クラブの追加的な整備が不可欠な状況。

○小学校内で両事業を行う「一体型」の実施は、増加傾向にあるものの目標への到達を果たしていない。一方で、地域の実情に応じて社会教育施設
や児童館等の小学校以外の施設を活用して両事業を行い、多様な体験・活動を行っている例も見られる。

背景・課題

■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。

■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。

■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 ％を小学校内で実施することを目指す。

資料：厚生労働省資料
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全ての子供を対象に、地域住民等の参画を
得て、学習やスポーツ・文化芸術活動、地域
住民との交流活動などの機会を提供する「放
課後子供教室」は、2022年１月現在、1,149
の市区町村、16,511か所で実施されている。
共働き家庭など保護者が仕事などで昼間家庭
にいない小学生を対象に、授業の終了後など
において学校の余裕教室や児童館などを利用
して遊びや生活の場を提供する「放課後児童
クラブ」は、2021年５月現在、1,624市区町
村、26,925か所で実施され、134万8,275人の
児童が登録されている。（第2-1-8表）

放課後児童クラブについては、2015年４
月から、2012年に改正された「児童福祉法」

（昭和22年法律第164号）に基づき、対象と
なる児童の年齢を「おおむね10歳未満」か
ら「小学校に就学している」児童とするとと
もに、質を確保する観点から、職員の資格、
員数、設備などを定めた「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、市町
村はこれを踏まえて設備及び運営に関する基
準を条例で定め、この条例に基づき「放課後
児童健全育成事業」を実施することとなって
いる。

また、放課後児童クラブの運営の多様性を
踏まえつつ、放課後児童クラブにおいて集団
の中で子供に保障すべき遊び及び生活の環境
や運営内容の水準を明確化し、事業の安定性
及び継続性の確保を図っていくため、「放課
後児童クラブ運営指針」（2015年３月）を策
定し、子供が安心して過ごせる生活の場とし
ての一定水準の質の確保及び向上を図ってい

る。
さらに、2022年度当初予算では、「新・放

課後子ども総合プラン」に基づき、2023年
度末までに約152万人分の受け皿整備に向け、
施設整備費の補助率かさ上げを継続し、放課
後児童クラブの受入児童数の拡大を図ること
としている。

文部科学省では、2017年３月の「社会教
育法」（昭和24年法律第207号）改正を踏ま
え、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全
国的に推進しており、その一環として、保護
者や地域住民等の協力を得て、放課後などに
子供たちに学習や様々な体験・交流活動等の
機会を提供するため放課後子供教室を推進し
ている。

2021年度当初予算では、「新・放課後子ど
も総合プラン」の目標達成に向け、放課後児
童クラブと一体型又は連携型の放課後子供教
室の計画的な整備、プログラムの充実を図っ
ており、2022年度当初予算においても同プ
ランに基づき、放課後子供教室の推進を図る
こととしている。

（企業等による事業所内保育施設等
の設置の促進）
企業等による事業所内保育施設等の設置の促
進

2015年度に新設された「事業所内保育事
業」は、市町村の認可事業（地域型保育事
業）であり、「地域型保育給付」の対象と
なっているところである。（2021年４月１日

	第2-1-8表	 放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施状況

放課後児童クラブ
（2021年５月現在）

放課後子供教室
（2022年１月現在）

実施か所数 26,925か所 16,511か所
実施市区町村数 1,624市区町村 1,149市区町村
登録児童数 1,348,275人 ―

資料：文部科学省及び厚生労働省資料
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現在：666件）
また、2016年度からは、多様な就労形態

に対応する保育サービスの拡大を行うため、
「子ども・子育て支援法」（平成24年法律第
65号）の改正によって新設された「仕事・
子育て両立支援事業」において「企業主導型
保育事業」を実施し、企業が主導して設置す
る保育施設について、その整備・運営に係る
費用の一部を助成している。同事業では、設
置場所を企業の敷地内に限定していないこと
から、例えば、中小企業等が共同で設置・利
用するもの、自企業の事業所内ではなく、利
用する従業員や地域の子供の利便性を考慮
し、駅近接地に設置するものなど、従業員や
各企業のニーズに沿った創意工夫の下、事業
が展開されている。
「仕事・子育て両立支援事業」においては、

上記に加え、2016年度から「企業主導型ベ
ビーシッター利用者支援事業」として、多様
な働き方をしている労働者等がベビーシッ
ター派遣サービスを就労のために利用した場
合に、その利用料金の一部を助成している。
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事

業」については、2021年度から、「新子育て
安心プラン」（2020年12月厚生労働省公表）
の一環として、利用補助の拡充（１日当たり
2,200円から4,400円に引上げ）を行っている。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、紙媒体の割引券のやり取りが困難と
なっている中、ICTを活用した非接触型の割
引券使用システムへの移行を図り、2021年
７月から電子割引券の利用を開始した。

（高等学校等における妊娠した生徒
への配慮）
高等学校等における妊娠した生徒への配慮

文部科学省では、2018年３月に、各都道
府県教育委員会等に対して、高等学校等にお
ける妊娠した生徒への対応等に係る留意事項
等についての通知を発出し、高等学校等の生
徒が妊娠した場合には、関係者間で十分に話

し合い、母体の保護を最優先としつつ、教育
上必要な配慮を行うべきものであることなど
を示した。この通知の内容については、同年
６月以降、文部科学省が毎年度２回開催して
いる「都道府県・指定都市等生徒指導担当者
連絡会議」等において、各都道府県教育委員
会等の生徒指導担当者に対して周知徹底を
図っている。

（育児休業や育児短時間勤務などの
両立支援制度の定着促進・充実）
育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定
着

育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困
難であることから、労働者の継続就業を図る
ため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推
進する必要がある。

このため、男女共に子育て等をしながら働
き続けることができる環境を整備することを
目的として、「育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律」（平成３年法律第76号。以下「育児・介
護休業法」という。）において、育児休業や
短時間勤務制度、所定外労働の制限等の制度
が設けられており、各種媒体により周知徹底
を図っている。

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）で
は、事業所を訪問し、就業規則等で必要な制
度が設けられているかを確認するなど、同法
に規定されている制度の履行確保に向けた行
政指導を実施している。

また、子を養育するために休業した労働者
の雇用と生活の安定を図るため、雇用保険を
財源に、育児休業開始から180日までは休業
開始前賃金の67％、それ以降は休業開始前
賃金の50％を育児休業給付（給付は非課税）
として支給している。

そして、社会保険の被保険者は、育児休業
等をしている期間について、健康保険及び厚
生年金保険の保険料の免除を受けることがで
きる。
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