
第２節	 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える

１ 子育てに関する支援（経済的支援、
心理的・肉体的負担の軽減等）

（子育てに関する経済的支援・教育
費負担の軽減）
児童手当の支給・在り方の検討
　子育て世帯に対する現金給付については、
以下の内容による児童手当が支給されてい
る。
○支給対象

中学校修了まで（15歳に達した日以後最
初の３月31日まで）の児童を養育してい
る方

○支給額（児童１人当たりの月額）
・所得制限未満の場合

３歳未満　一律15,000円
３歳以上小学校修了前　10,000円（第３子
以降は15,000円）
中学生　一律10,000円

・所得制限以上の場合
一律5,000円（当分の間の特例給付）

○所得制限
960万円未満（収入ベース）
※子供２人と年収103万円以下の配偶者

○給付総額
約１兆9,988億円（2022年度当初予算ベー
ス）

　「全世代型社会保障改革の方針」（2020年12
月15日閣議決定）等を踏まえ、2021年通常
国会（第204回国会）において、「子ども・
子育て支援法及び児童手当法の一部を改正す
る法律」１が成立し、高所得者の主たる生計
維持者（年収1,200万円以上の者（子供２人

と年収103万円以下の配偶者の場合））を特
例給付の対象外とし、2022年10月支給分か
ら適用することとされた。

幼児教育・保育の無償化の着実な実施
　「新しい経済政策パッケージ」（2017年12
月８日閣議決定）等の決定に基づき、これま
で段階的に推進してきた取組を一気に加速
し、幼児教育・保育の無償化を実現するた
め、2019年通常国会（第198回国会）におい
て、「子ども・子育て支援法の一部を改正す
る法律」（令和元年法律第７号）が成立した。
これを受けて、2019年10月の消費税率引上
げによる財源を活用することにより、2019
年10月から、３歳から５歳までの子供及び
０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供
についての幼稚園、保育所、認定こども園等
の利用料が無償化された。これは、子育て世
代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、お
年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保
障制度へと大きく転換するものである。
　なお、20歳代や30歳代の若い世代が理想
の子供数を持たない理由は、「子育てや教育
にお金がかかり過ぎるから」が最大の理由と
なっており、幼児教育・保育の無償化を始め
とする負担軽減措置を講じることは、重要な
少子化対策の一つとなるものである。また、
幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培
うものであり、子供たちに質の高い幼児教育
の機会を保障することは極めて重要である。
　あわせて、小学校就学前の障害児の発達支
援についても無償化する措置を講じている。

高校生等への修学支援
　全ての意志ある高校生等が安心して教育を

１　同法の附則には、「政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する
観点から、児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方につい
て検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」との検討規定が設けられている。
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受けることができるよう、授業料に充てるた
めの「高等学校等就学支援金」を支給し、家
庭の教育費負担軽減を支援している。年収
910万円未満世帯を対象として、年額11万
8,800円を支給し、私立高校等に通う場合に
は、2020年４月から、年収590万円未満世帯
を対象として支給額を39万6,000円まで引き
上げた。
　また、低所得世帯の授業料以外の教育費負
担を軽減するための「高校生等奨学給付金」
については、2014年度の制度創設以降、毎
年第１子の給付額を増額しているほか、2020
年度からは、新型コロナウイルス感染症の影
響や家庭でのオンライン学習の重要性が高
まっている状況を踏まえ、オンライン学習に
必要な通信費相当額を増額するなど、その充
実に努めている。加えて、「離島高校生修学
支援事業」において、高校未設置の離島の高
校生に対する補助を実施している。

高等教育の修学支援
　意欲のある学生等が、経済的理由により進
学等を断念することがないよう、安心して学
ぶことができる環境を整備することは重要で
ある。このため、日本学生支援機構が実施す
る貸与型奨学金については、2017年度予算
において低所得世帯の成績基準の実質的な撤
廃、貸与基準を満たす希望者全員への無利子
奨学金の貸与を実現し、引き続き確実に実施
してきた。（第2-1-11図）
　また、「大学等における修学の支援に関す
る法律」（令和元年法律第８号）に基づき、

2020年度から、住民税非課税世帯及びそれ
に準ずる世帯の学生等を対象として、大学、
短期大学、高等専門学校、専門学校における
授業料等減免制度の創設及び給付型奨学金の
支給の拡充を行う、「高等教育の修学支援新
制度」を開始し、引き続き着実に実施した。
　なお、日本学生支援機構の貸与型奨学金・
高等教育の修学支援新制度において、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により家計が急変
し、修学が困難になった学生等については、
随時申込を可能としている。

国民健康保険料の負担軽減を行う地方公共団
体への支援
　国民健康保険制度では、地方公共団体の特
別の事情を考慮して交付する特別調整交付金
の仕組みにおいて、20歳未満の被保険者数
が多いことによる財政影響や、未就学児に係
る医療給付費負担が多いことによる財政影響
がある地方公共団体に対し、財政支援を実施
している。
　また、国民健康保険制度の保険料（税）
は、応益（均等割・平等割）と応能（所得
割・資産割）に応じて設定されているが、社
会保障審議会医療保険部会の議論を踏まえ、

「全世代対応型の社会保障制度を構築するた
めの健康保険法等の一部を改正する法律」に
より国民健康保険法（昭和33年法律第192
号）を改正し、子育て世帯の経済的負担軽減
の観点から2022年４月より、未就学児に係
る均等割保険料（税）を軽減する措置を講じ
ている。
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	第2-1-11図	 奨学金の貸与人員及び奨学金事業費の推移		

①貨与人員の推移
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有利子奨学金
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資料：文部科学省作成資料
　注：１．数値は当初予算ベースによる。

２．貸与人員の計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。
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資料：文部科学省作成資料
　注：１．数値は当初予算ベースによる。

２．事業費の計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。
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（子ども・子育て支援新制度の着実
な実施）
地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充
実
　子ども・子育て支援法等に基づく「子ど
も・子育て支援新制度」（以下「新制度」と

いう。）が2015年４月に本格施行された。新
制度では、「保護者が子育てについての第一
義的責任を有する」という基本的な認識の下
に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ど
も・子育て支援を総合的に推進することとし
ている。（第2-1-12図）

	第2-1-12図	 子ども・子育て支援新制度の概要				

※ 幼保連携型については、認可・指導監
督の一本化、学校及び児童福祉施設とし
ての法的位置づけを与える等、制度改善
を実施

保育所
０～５歳

認定こども園 ０～５歳

幼稚園型 保育所型 地方裁量型

小規模保育、家庭的保育、
居宅訪問型保育、事業所内保育

施設型給付費

地域型保育給付費

幼稚園
３～５歳

①利用者支援事業

②延長保育事業

③実費徴収に係る補足給付を
行う事業

④多様な事業者の参入促進・
能力活用事業

⑤放課後児童健全育成事業

⑥子育て短期支援事業

⑦乳児家庭全戸訪問事業

⑧・養育支援訪問事業

・子どもを守る地域ネット

ワーク機能強化事業

⑨地域子育て支援拠点事業

⑩一時預かり事業

⑪病児保育事業

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）

⑬妊婦健診

地域子ども・子育て
支援事業

・企業主導型保育事業
⇒ 事業所内保育を主軸
とした企業主導型の多
様な就労形態に対応し
た保育サービスの拡大
を支援（整備費、運営
費の助成）

・企業主導型ベビーシッ
ター利用者支援事業
⇒ 繁忙期の残業や夜勤
等の多様な働き方をし
ている労働者が、低廉
な価格でベビーシッ
ター派遣サービスを利
用できるよう支援

・中小企業子ども・子
育て支援環境整備事業
⇒くるみん認定を活用
し、育児休業等取得
に積極的に取り組む
中小企業を支援

仕事・子育て
両立支援事業

幼保連携型

※ 私立保育所については、児童福祉法第24条によ
り市町村が保育の実施義務を担うことに基づく措
置として、委託費を支弁

子育てのための施設等利用給付子どものための教育・保育給付

施設等利用費

認定こども園・幼稚園・保育所・
小規模保育等に係る共通の財政支援

地域の実情に応じた
子育て支援

仕事と子育ての
両立支援

新制度の対象とならない幼稚園、
認可外保育施設、預かり保育等の

利用に係る支援

子ども･子育て支援新制度の概要

認可外保育施設等

・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業）

特別支援学校

新制度の対象とならない
幼稚園

預かり保育事業

※認定こども園（国立・公立大学法
人立）も対象

市町村主体 国主体

資料：内閣府資料
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　具体的には、〈１〉認定こども園、幼稚園、
保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）
及び小規模保育等への給付（「地域型保育給
付」）の創設、〈２〉認定こども園制度の改
善、〈３〉地域の実情に応じた子ども・子育
て支援の充実を図ることとしている。実施主
体は基礎自治体である市町村であり、地域の
実情等に応じて幼児期の学校教育・保育、地
域の子ども・子育て支援に必要な給付・事業
を計画的に実施していくこととしている。
　2015年11月に、「待機児童解消加速化プラ
ン」に基づく2017年度末までの保育の受け
皿整備目標を40万人分から50万人分に上積
みしたことを受け、2016年通常国会（第190
回国会）において、事業所内保育業務を目的
とする施設等の設置者に対する助成及び援助
を行う事業（「企業主導型保育事業」）等を創
設するとともに、一般事業主から徴収する拠
出金の率の上限を引き上げるなどの子ども・
子育て支援法の改正を行い、同年４月から開
始したこの「企業主導型保育事業」により、
保育の受け皿整備を進めてきた。
　また、少子化という国難に正面から取り組
むため、子供たち、子育て世代に大胆に政策
資源を投入し、社会保障制度を全世代型へと
変えていくという考え方に基づき、2019年
通常国会（第198回国会）において子ども・
子育て支援法の改正を行い、同年10月から、
３歳から５歳までの子供及び０歳から２歳ま
での住民税非課税世帯の子供についての認定
こども園、幼稚園、保育所等の利用料を無償
化した。

（保護者の就業形態や就業の有無等
にかかわらない多様な保育・子育て
支援の拡充）
保護者の就業形態や就業の有無等にかかわら
ない多様な保育・子育て支援の拡充
　保護者の就業形態や就業の有無等にかかわ
らず、子育て家庭の多様なニーズに対応す
る、多様な保育・子育て支援を提供し、地域

の実情に応じてそれらの充実を図っている。
　地域の子ども・子育て支援をより効果的に
実施するためには、関係機関相互の連携の推
進を図っていくことが重要であり、2021年
度においては、「利用者支援事業」の拡充な
どにより、地域における各事業実施主体間の
相互連携・協力を図ることで、子育て家庭の
様々なニーズに対応した支援を円滑に進め
た。このような各子育て支援事業の実施者の
連携・協力に関する取組を促進するため、

「地域子ども・子育て支援事業」を行う市町
村その他の子ども・子育て支援の提供を行う
関係機関相互の連携の推進に関する事項につ
いて、市町村子ども・子育て支援事業計画の
記載事項として位置付けること等を内容とす
る「子ども・子育て支援法及び児童手当法の
一部を改正する法律」が2021年通常国会（第
204回国会）において成立し、2021年10月よ
り順次施行している。
　また、認定こども園については、地域子育
て支援拠点事業の活用等により、子育て親子
の交流の場の提供や子育て等に関する相談・
援助など、地域における子育て支援の充実を
図っている。

・利用者支援
　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、身近な場所での相談や情報提供、助言等
の必要な支援を行うとともに、関係機関との
連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う

「利用者支援事業」を新制度施行にあわせて
創設した。
　同事業は子育て家庭の個別ニーズを把握
し、教育・保育施設及び「地域子ども・子育
て支援事業」等の利用に当たっての情報集
約・提供、相談、利用支援・援助を行う「利
用者支援」及び子育て支援などの関係機関と
の連絡調整、連携・協働の体制づくりを行
い、地域の子育て支援資源の育成、地域課題
の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発
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等を行う「地域連携」の主に二つの機能があ
り、その両方を実施する「基本型」と、主に

「利用者支援」のみを実施し、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
けての支援を行う「特定型」、保健師等の専
門職が全ての妊産婦等を対象に「利用者支
援」と「地域連携」を共に実施する「母子保

健型」の三つの類型を設け、妊娠期から子育
て期にわたるまでの様々なニーズに対して支
援を図っている。2020年度においては、基
本型888か所、特定型394か所、母子保健型
1,582か所（国庫補助対象分）で実施されて
いる。（第2-1-13図）

	第2-1-13図	 利用者支援事業

○ 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・協働の体制づくり等を行う

○「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。

《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

事業の目的

３つの事業類型
基本型

○ 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

特定型 （いわゆる「保育コンシェルジュ」）

○ 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

母子保健型

【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

○ 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。
実施主体 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

資料：厚生労働省資料
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