
・地域子育て支援拠点
　子育て家庭等の負担感・不安感を軽減する
ため、子育て親子が気軽に集い、交流するこ
とができる場の提供や、子育てに関する相
談・援助、地域の子育て関連情報の提供、子
育て及び子育て支援に関する講習を行う「地
域子育て支援拠点事業」を行っている。（2020
年度実施か所数：7,735か所（国庫補助対象
分））

・一時預かり、幼稚園の預かり保育
　就労形態の多様化に対応する一時的な保育
や、専業主婦・主夫家庭等の緊急時における
保育等の一時預かりに対する需要に対応する
ため、「一時預かり事業」を実施している。

（2020年度一般型の実施か所数：9,223 か所）
　また、幼稚園の教育課程に係る教育時間

（標準４時間）の前後や長期休業期間中など
に、地域の実態や保護者の要請に応じて、希
望する人を対象に行われる教育活動（預かり
保育）を実施する幼稚園に対して支援を行っ
ている。近年の女性の社会進出の拡大、都市
化、核家族化などを背景として、多様化する
保護者のニーズに伴い、「預かり保育」への
要望が増加していることを受け、2008年３
月には幼稚園教育要領を改訂し、教育活動と
して適切な活動となるようその充実を図っ
た。さらに、「新子育て安心プラン」を踏ま
え、幼稚園において保育を必要とする０～２
歳児を定期的に預かる仕組みを創設するな
ど、地域の状況に応じた待機児童の積極的な
受け入れについて、引き続き推進を図ってい
る。

・ファミリー・サポート・センター
　乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中
の労働者や主婦などを会員として、送迎や放
課後の預かりなどの相互援助活動を行う

「ファミリー・サポート・センター」の設置
促進を行っている。（2020年度実施市区町村
数：956市区町村）
　また、2009年度からは、病児・病後児の

預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かりなど
の事業（病児・緊急対応強化事業）を行って
いる（2020年度実施市区町村数：153市区町
村）。
　なお、2020年度末現在、「ファミリー・サ
ポート・センター事業」における会員数は、
援助を受けたい会員が約62万人、援助を行
いたい会員が約14万人（その両方を希望す
る会員は約４万人）である。

　多様な保育ニーズに対応するため、「延長
保育」、「夜間保育」、「病児保育」等について
も、引き続き推進を図っている。新制度の施
行に伴い、延長保育、病児保育については、

「地域子ども・子育て支援事業」に位置付け
られた。また、「家庭的保育」及び「事業所
内保育」については、新たに市町村の認可事
業（地域型保育事業）として「地域型保育給
付」の対象となるとともに、夜間保育につい
ては、「施設型給付」により対応している。

・延長保育
　保護者の就労形態の多様化等に伴う延長保
育の需要に対応するため、11時間の開所時
間を超えて保育を実施する事業であり、当該
事業を実施している民間保育所等に対して必
要な補助を行っている（2020年度実施か所
数：２万8,425か所（うち公立6,690か所、民
間２万1,735か所））。

・夜間保育
　おおむね午後10時頃まで開所する夜間保
育所に対して必要な補助を行っている（2021
年度実施か所数：75か所）。

・病児保育
　保護者が就労している場合等において、子
供が病気の際や病気の回復期に、自宅での保
育が困難な場合がある。こうした保育需要に
対応するため、病院・保育所等において病気
の児童を一時的に保育するほか、保育中に体
調不良となった児童への緊急対応並びに病気
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の児童の自宅に訪問し一時的に保育するなど
により、安心して子育てができる環境を整備
し、もって児童の福祉の向上を図ることを目
的とする「病児保育事業」を実施している

（2020年度実施か所数：3,582か所）。

・地域型保育事業
　保育需要の増加に対応するため、新制度の
施行にあわせて、６人以上19人以下の子供

を保育する「小規模保育」、５人以下の子供
を保育する「家庭的保育」、従業員の子供の
ほか地域の子供を保育する「事業所内保育」
など四つの事業を児童福祉法に位置付け、市
町村の認可事業とした（2021年４月１日現
在：7,342件（うち「小規模保育事業」5,776
件、「家庭的保育事業」875件、「事業所内保
育事業」666件、「居宅訪問型保育事業」25
件））。（第2-1-14図）

	第2-1-14図	 地域型保育事業

○ 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育を
市町村による認可事業（地域型保育事業）として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、
多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしている。

◇小規模保育（利用定員６人以上１９人以下）

◇家庭的保育（利用定員５人以下）

◇居宅訪問型保育

◇事業所内保育（主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供）

○ 都市部では、認定こども園等を連携施設として、小規模保育等を増やすことによって、待機児童の解消を図り、人口
減少地域では、隣接自治体の認定こども園等と連携しながら、小規模保育等の拠点によって、地域の子育て支援機能
を維持・確保することを目指す。

居宅訪問型
保育

認
可
定
員

保育の実施場所等

事業所内
保育

小規模保育

家庭的保育

保育者の居宅その他の場所、施設
（右に該当する場所を除く）

保育を必要とする
子どもの居宅

事業所の従業員の子ども
＋

地域の保育を必要とする
子ども（地域枠）

５人

１人

６人

１９人

地域型保育事業の位置付け

事業主体：市町村、民間事業者等

事業主体：市町村、民間事業者等 事業主体：市町村、
民間事業者等

事業主体：事業主等

資料：内閣府資料
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・新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応
　保育所等については、新型コロナウイルス
感染症の拡大状況下においても、「新型コロ
ナウイルス感染症対策の基本的対処方針

（2021年11月19日（2022年３月４日変更））」
において社会機能を維持するために事業の継
続が求められる事業者として位置付けられて
おり、感染予防に最大限配慮しつつ、原則開
所することを求めている。放課後児童クラブ
についても同様とされている。
　このような状況を踏まえ、保育所等、幼稚
園、「地域子ども・子育て支援事業」におい
て、職員が感染症対策の徹底を図りながら事
業を継続的に実施していくために必要な経費

（かかり増し経費等）や、マスク・消毒液等
の衛生用品や感染防止用の物品購入等に必要
な経費に対して、補助を行った。加えて、
2021年度においては、感染症対策のための
設備等の改修に必要な経費も補助対象とし
た。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大に伴い、保育所等が臨時休園等を行った場
合、保護者が負担する利用料について、利用
できない期間を差し引いた日割り計算による
こととした。

２ 多子世帯、多胎児を育てる
家庭に対する支援

（多子世帯に配慮した子育て、保育、
教育、住居など様々な面での負担の
軽減策の推進）

各種制度において、一定の要件の下、以下
に記載するもののほか、幼稚園・保育所等の
食材料費（年収360万円未満相当の世帯の子
供全員と全ての所得階層の第３子以降は副食
費免除）、児童扶養手当（第３子以降に月額
最大６千円を加算して支給）などで行われて
いる。

児童手当の支給・在り方の検討（再掲）
第１章　第２節　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　を参
照のこと。

高等教育の修学支援（再掲）
第１章　第２節　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）高等教育の修学支援　を参照のこと。

多子世帯又は第３子以降を対象とする保育所
等の優先利用

多子世帯又は第３子以降であることを保育
所等の優先利用の事由の一つとして位置付け
ることについて、地方公共団体に対する配慮
の働きかけを行っている。

住宅政策における多子世帯への配慮・優遇措
置

公営住宅においては、多子世帯について、
入居者選考に際し、地域の実情を踏まえた地
方公共団体の判断により優先入居の取扱いを
行っている。

子育て支援パスポート事業の普及・促進
第１章　第４節　１　結婚を希望する人を

応援し、子育て世帯をやさしく包み込む社会
的機運の醸成　子育て支援パスポート事業の
普及・促進　を参照のこと。

（多胎児を育てる家庭に対する支援）
多胎妊産婦等に対する支援

多胎児の育児経験者家族との交流会等や、
多胎妊婦が入院している場合や外出が困難な
場合などに、必要に応じて多胎児の育児経験
者によるアウトリーチでの相談支援を実施し
ている。また、多胎妊産婦等への支援に際し
て必要な知識等を修得するための研修を実施
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した上で、多胎妊産婦や多胎家庭のもとへサ
ポーターを派遣し、外出時の補助や、日常の
育児に関する介助を行っている。

３ 妊娠期から子育て期にわた
る切れ目のない支援

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支
援

安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を
支援するため、2019年12月に施行された「成
育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦

に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供す
るための施策の総合的な推進に関する法律」

（平成30年法律第104号。以下「成育基本法」
という。）の趣旨を踏まえつつ、妊娠期から
子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体
制の充実に取り組んでいる。

特に、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総合的相談支援を提供
するワンストップ拠点（子育て世代包括支援
センター（第2-1-15図））の整備を行ってい
る。

	第2-1-15図	 子育て世代包括支援センターによる包括的な支援体制の構築

保健所 児童相談所

医療機関（産科医、小児科医等）

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

障害児支援機関

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

妊婦健診

乳児家庭全戸訪問事業

子育て支援策
・保育所・認定こども園等

・地域子育て支援拠点事業

・里親 ・乳児院 ・養子縁組

・その他子育て支援策

両親学級等

妊娠に関する
普及啓発

不妊相談

乳幼児健診

予防接種

産前・産後サポート事業 産後ケア事業

近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス

養育支援訪問事業

民間機関・関係団体

産婦健診

サ
ー
ビ
ス
（
現
業
部
門
）

母子保健

子育て支援

子育て世代包括支援センターによる包括的な支援体制の構築

○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目的とするもの
○ 保健師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の「母子保健サービス」と地域子育て支援拠点等の「子育て支援サービス」
を一体的に提供できるよう、必要な情報提供や関係機関との調整、支援プランの策定などを行う機関

〇 母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センターを法定化（法律上は「母子健康包括支援センター」）※H29.4.1施行
実施市町村数：１，６０３市区町村、２,４5１か所（R３.4.1現在）

産後ケアセンター

市町村保健センター子育て世代包括支援センター

① 妊産婦等の支援に必要な実情の把握

② 妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助

言・保健指導

③ 支援プランの策定

④ 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援

その他の
専門職看護師助産師保健師マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
（
必
須
）

① 妊産婦からの問い合わせに即時対応可能とするため、SNS等を

活用した即時の相談支援及び多職種でのアウトリーチによる支援

② 市区町村子ども家庭総合支援拠点、要保護児童対策地域協議会や

精神科医療機関との連携の強化

③ 嘱託医師との連携によるケース対応等の実施

精神保健福祉士社会福祉士 その他の
専門職

市区町村子ども家
庭総合支援拠点

要保護児童対策
地域協議会

子育て支援機関

相
談
支
援
の
強
化
（
必
須
）

困難事例への対応等の支援（R３～）

資料：厚生労働省資料
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また、2019年12月に成立した「母子保健
法の一部を改正する法律」（令和元年法律第
69号）において、出産後の母子に対して、
心身のケア等を行う「産後ケア事業」が市町
村の努力義務として法的に位置付けられた。

同事業については、2020年度時点で1,158
市町村が実施しているが、「少子化社会対策
大綱」（2020年５月29日閣議決定）に基づき、
2024年度末までに全国展開を目指している。

乳児家庭の孤立化防止や養育上の諸問題へ
の支援を図るため、乳児がいる全ての家庭を
訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育
環境等の把握、育児に関する不安や悩みの相
談等の援助を行う「乳児家庭全戸訪問事業」

（2019年４月現在、1,739市区町村（99.9％）
で実施）や、養育支援が特に必要な家庭を訪
問し、養育に関する相談、指導、助言等によ
り養育能力を向上させるための支援を行う

「養育支援訪問事業」（2019年４月現在、1,529
市区町村（87.8％）で実施）の推進などによ
り、子育て家庭に対する切れ目のない支援を
行っている。

特に、「養育支援訪問事業」では、出産後
の養育について出産前から支援を行うことが
特に必要と認められる妊婦も対象としてお
り、早期からの支援を行っている。

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中
で、妊産婦の方々は、妊娠・出産や産後の育
児等に不安を抱えて日々を過ごしている。こ
のため、2021年度補正予算により、不安を
抱える妊産婦に対する電話・訪問による支援
や、分娩前の新型コロナウイルス感染症検査
費用の補助、電話やオンラインによる相談支
援・保健指導等の実施、里帰り出産が困難な
妊産婦に対する育児等支援サービスの提供な
ど、妊産婦に寄り添った支援を総合的に行っ
ている。あわせて、集団健康診査の受診を控
える傾向にある幼児健康診査について、個別
健康診査への切替えに対する支援等を行って
いる。

予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への支援
予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な

悩みや不安を抱える若年妊婦等を支援するた
め、女性健康支援センターや若年妊婦等への
支援に積極的なNPO等によるアウトリーチ、
SNSを活用した相談支援、産婦人科等への同
行支援等を実施するほか、当該妊婦等を次の
支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の
確保等に係る支援を行う。また、「乳児院等
多機能化推進事業」により、乳児院等におけ
る保護者等への支援のため、施設に育児指導
を行う者を配置し、育児指導機能の充実を図
るとともに、乳児院や母子生活支援施設、産
科医療機関等にコーディネーターや看護師を
配置し、特定妊婦等を受け入れた場合の生活
費や居場所づくりに係る支援を含め、妊娠期
から出産後までの継続した支援を提供するな
ど特定妊婦等への支援体制を強化している。
さらに、若年妊婦等にとって、里親委託や特
別養子縁組といった選択肢があることも踏ま
え、里親制度等の普及啓発を図るため、「里
親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事
業」により、SNS等の様々な広告媒体を活用
した広報啓発を実施している。

４ 子育ての担い手の多様化と
世代間での助け合い

（地域住民の参画促進による子育て
の担い手の多様化）
地域共生社会の実現に向けた取組の推進

少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化
等、社会構造の変化の中で、人々が様々な生
活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分
らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支
え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域
を共に創っていくことのできる「地域共生社
会」の実現が求められている。こうした考え
方を具体化するため、2021年４月に施行さ
れた地域共生社会の実現のための「社会福祉
法等の一部を改正する法律」（令和２年法律
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第52号）に基づき、市町村において、地域
住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応
する包括的な支援体制を整備するため、対象
者の属性を問わない相談支援、多様な参加支
援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う
重層的支援体制整備事業の推進を図ることと
している。

「子育て支援員」の養成
「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴

い、小規模保育など地域のニーズに応じた幅
広い子育て支援分野において、子供が健やか
に成長できる環境や体制が確保されるよう、
支援の担い手となる人材を確保することが必
要である。

このため、2015年度より、都道府県・市
町村等において、地域で子育て支援の仕事に
関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従
事することを希望する者等に対し、必要とな
る知識や技能等を修得するための全国共通の

「子育て支援員研修事業」を地域の実情に応
じて実施している。

地域の退職者や高齢者等の人材活用・世代間
交流

高齢者に就業機会・社会参加の場を提供す
るシルバー人材センターにおいて、乳幼児の
世話や保育施設への送迎などの育児支援、就
学児童に対する放課後・土日における学習・
生活指導等の支援を実施しており、経験豊か
な高齢者が地域における子育ての担い手とし
て活躍している。

また、母親クラブや子育てサークルなど、
地域住民の自主的な参加により活動している

地域組織においては、登下校時の子供の見守
り活動や公園の日常管理、親子やお年寄との
交流機会の提供、子供と共に食の大切さを学
ぶ文化活動などを行い、子供を地域全体で支
え、見守り、育てる活動を積極的に展開して
いる。

（家族における世代間での助け合い）
三世代同居・近居しやすい環境づくり
「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実

施すべき対策－成長と分配の好循環に向けて
－」（2015年11月26日一億総活躍国民会議取
りまとめ）において、「家族の支え合いによ
り子育てしやすい環境を整備するため、三世
代同居・近居の環境を整備する。」とされ、
三世代同居など複数世帯の同居に対応した住
宅の整備及びリフォーム工事への補助、リ
フォーム工事を行った場合の所得税の税額控
除の取組を行っている。

UR賃貸住宅においては、一定の要件を満
たす子育て世帯等や子育て世帯等との近居を
希望する支援世帯に対して、新築賃貸住宅の
募集（抽選）時における当選倍率の優遇や、
既存賃貸住宅の募集（先着順）時において、
子育て世帯等と支援する親族の世帯がUR賃
貸住宅に近居する場合、新たに入居する世帯
の家賃を５年間５％割引する取組を行ってい
る。また、2021年度の補正予算において、
子育て世帯とこれを支援する親世帯等が近居
する場合に、UR 賃貸住宅に新たに入居する
子育て世帯（世帯所得合計が25.9万円/月以
下）に対して、入居から５年間、家賃の
20％を減額する取組を行っている。
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