
前記のように、児童虐待相談対応件数の増
加や、2018年３月に東京都目黒区で発生し
た児童虐待事案等を受けて、2018年６月15
日に「児童虐待防止対策に関する関係閣僚会
議」を開催し、安倍内閣総理大臣（当時）か
ら、子供の命を守ることを何より第一に据
え、全ての行政機関が、あらゆる手段を尽く
すよう、緊急に対策を講じることについて指
示があった。

この指示を受け、対応策を検討し、同年７
月20日に同関係閣僚会議において、「児童虐
待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を
決定した。同対策においては、転居した場合
の児童相談所における引継ぎルールを見直
し・徹底すること、「児童相談所強化プラン」
を前倒して見直すこと等としているほか、相
談窓口の周知、より効果的・効率的な役割分
担・情報共有、適切な一時保護、保護された
子供の受け皿確保などを講じることとしてい
る。また、母子保健分野においても、児童虐
待の発生予防・早期発見のための取組につい
て整理を行い、同月に通知を発出した。

さらに、同対策に基づき、2018年12月18
日に、「児童虐待防止対策体制総合強化プラ
ン（新プラン）」を決定し、児童相談所及び
市町村の体制強化に向けて、2022年度まで
に、児童福祉司を約2,000人増加させること
や市区町村子ども家庭総合支援拠点を全市町
村に設置すること等としている。なお、児童
福祉司等の増員については、新プランの計画
を１年前倒し、2021年度までに約5,260人の
確保を目指すこととした上で、児童虐待に関
する相談対応件数が引き続き増加している状
況等を踏まえ、2022年１月20日に、2022年
度の目標を5,765人とすることを決定した。

また、2019年２月には、同年１月に千葉
県野田市で発生した事案を受けて、関係閣僚
会議を開催し、通告元の秘匿や関係機関の連
携等に関する新ルールを設置することを内容
とする「『児童虐待防止対策の強化に向けた
緊急総合対策』の更なる徹底・強化につい
て」を決定した。

さらに同年３月には、関係閣僚会議におい
て「児童虐待防止対策の抜本的強化につい
て」を決定し、同年６月には、体罰禁止の法
定化、児童相談所における一時保護等を行う

「介入」の担当者と「保護者支援」の担当者
の分離、児童相談所における弁護士等の配置
促進、DV対策との連携強化を内容とする

「児童虐待防止対策の強化を図るための児童
福祉法等の一部を改正する法律」（令和元年
法律第46号）が成立した（一部の規定を除
き2020年４月１日に施行。）。（第2-2-9図）

これらの対策に基づき、財政的な措置が必
要なものについては、引き続き地方交付税措
置を含め予算編成過程において検討を行うこ
ととしている。

これまでこうした対策を講じてきたところ
であるが、依然として子供、その保護者、家
庭を取り巻く環境は厳しいものとなってい
る。例えば、子育てを行っている母親のうち
約６割が近所に「子供を預かってくれる人は
いない」といったように孤立した状況に置か
れていることや、各種の地域子ども・子育て
支援事業についても支援を必要とする要支援
児童等に十分に利用されておらず、子育て世
帯の負担軽減等に対する効果が限定的なもの
となっている。

こうした状況を踏まえれば、様々な状況に
ある子育て世帯を包括的に支援するため、必
要な体制強化やサービスの充実を図る必要が
ある。このため、子供や家庭に包括的な相談
支援等を行う「こども家庭センター」の設置
や訪問による家事支援など子供や家庭を支え
る事業の創設を行うこと等を内容とする「児
童福祉法等の一部を改正する法律案」を
2022年通常国会（第208回国会）に提出した。
なお、同法律案においては、上記のほか、一
時保護開始時の司法審査の導入や、子ども家
庭福祉現場において相談援助業務等を担う者
の専門性向上のための実務経験者向けの認定
資格の導入、児童に対してわいせつ行為を
行った保育士の再登録手続の厳格化等につい
ても必要な改正を行うこととされている。
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	第2-2-9図	 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の概要

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 号）の概要

改正の趣旨

児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置を講ずる。

１．児童の権利擁護【①の一部は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法】

① 親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないこととする。児童福祉施設の長等についても同様とする。

② 都道府県（児童相談所）の業務として、児童の安全確保を明文化する。

③ 児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合においては、その児童の状況・環境等に配慮するものとする。

２．児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等

（１）児童相談所の体制強化等【①・⑥・⑦は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法】

① 都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずるものとする。

② 都道府県は、児童相談所が措置決定その他の法律関連業務について、常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、

弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとするとともに、児童相談所に医師及び保健師を配置する。

③ 都道府県は、児童相談所の行う業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向上に努めるものとする。

④ 児童福祉司の数は、人口、児童虐待相談対応件数等を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

⑤ 児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化により、職員の資質の向上を図る。

⑥ 児童虐待を行った保護者について指導措置を行う場合は、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を

行うよう努めるものとする。

⑦ 都道府県知事が施設入所等の措置を解除しようとするときの勘案要素として、児童の家庭環境を明文化する。

（２）児童相談所の設置促進【①は児童福祉法、②・③は改正法附則】

① 児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。

② 政府は、施行後５年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講ずるものとする。

その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。

③ 政府は、施行後５年を目途に、支援等の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待を巡る状況等を勘案し、施設整備、人材確保・

育成の支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

改正の概要

（令和元年６月19日成立・６月26日公布）

（３）関係機関間の連携強化

【①は児童福祉法、②～④・⑤の前段は児童虐待の防止等に関する法律、⑤の後段は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律】

① 要保護児童対策地域協議会から情報提供等の求めがあった関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないものとする。

② 国及び地方公共団体は、関係地方公共団体相互間並びに市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、学校及び

医療機関の間の連携強化のための体制の整備に努めなければならないものとする。

③ 児童虐待を受けた児童が住所等を移転する場合に、移転前の住所等を管轄する児童相談所長は移転先の児童相談所長に速やかに

情報提供を行うとともに、情報提供を受けた児童相談所長は要保護児童対策地域協議会が速やかに情報交換を行うことができるための

措置等を講ずるものとする。

④ 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らしてはならないこととする。

⑤ ＤＶ対策との連携強化のため、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターの職員については、児童虐待の早期発見に努めることとし、

児童相談所はＤＶ被害者の保護のために、配偶者暴力相談支援センターと連携協力するよう努めるものとする。

３．検討規定その他所要の規定の整備

① 児童福祉司の数の基準については、児童福祉司の数に対する児童虐待相談対応件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが

行われるものとする。

② 児童相談所職員の処遇改善、一時保護所等の量的拡充・一時保護の質的向上に係る方策等に対する国の支援等の在り方について、

速やかに検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

③ 民法上の懲戒権の在り方について、施行後２年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

④ 一時保護その他の措置に係る手続の在り方について、施行後１年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑤ 児童の意見表明権を保障する仕組みとして、児童の意見を聴く機会の確保、児童が自ら意見を述べる機会の確保、その機会に児童を

支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の権利擁護の在り方について、施行後２年を目途に検討を加え、

必要な措置を講ずるものとする。

⑥ 児童福祉の専門知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策について、施行後１年を目途に検討を加え、

必要な措置を講ずるものとする。

⑦ 児童虐待の防止等に関する施策の在り方について、施行後５年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑧ 通報の対象となるＤＶの形態及び保護命令の申立をすることができるＤＶ被害者の範囲の拡大、ＤＶ加害者の地域社会における

更生のための指導等の在り方について、公布後３年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑨ その他所要の規定の整備を行う。

令和２年４月１日（３②及び⑧については公布日、２（１）②及び⑤の一部については令和４年４月１日、２（２）①は令和５年４月１日。）

施行期日

資料：厚生労働省資料
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・新型コロナウイルス感染症流行下での児童
虐待防止対策

新型コロナウイルス感染症の影響により、
子供の見守りの機会が減少し、児童虐待のリ
スクが高まっていることから、民間団体等に
も協力を求め、様々な地域のネットワークを
総動員して、地域の見守り体制を強化するこ
とが必要である。そのため、2020年４月に

「子どもの見守り強化アクションプラン」を
策定し、さらに、子ども食堂等の支援を行う
民間団体等が、支援を必要とする子供等の居
宅を訪問するなどして、状況の把握や食事の
提供等を通じた見守り体制の強化を図ってい
る。

また、児童相談所等に相談しやすい環境整
備を進めるため、2021年７月より児童相談
所相談専用ダイヤル（0570-783-189）の無料
化を行った。

さらに、SNSによる相談に対応することが
できるよう、2021年度にシステムの設計・

開発を行い、利便性の向上を図った。

児童虐待防止に向けた普及啓発
2004年から毎年11月を「児童虐待防止推

進月間」と位置付け、児童虐待問題に対する
社会的関心の喚起を図っている。厚生労働省
では、月間中、関係府省庁や地方公共団体、
関係団体等と連携した集中的な広報啓発活動
を実施している。2021年度は、「1

いちはやく

89（いち
はやく）　「だれか」じゃなくて　「あなた」
から」を月間標語として決定し、広報用ポス
ター、リーフレット等に掲載して配布したほ
か、「子どもの虐待防止推進全国フォーラム
withふくおか」のオンライン開催（11月７
日）、映画「189」とのタイアップ等により、
児童虐待は社会全体で解決すべき問題である
ことを周知・啓発した。（第2-2-10図）加え
て、民間団体（認定NPO法人児童虐待防止
全国ネットワーク）が中心となって実施して
いる「オレンジリボン運動」を後援してい

	第2-2-10図	「児童虐待防止推進月間」啓発用ポスター

資料：厚生労働省資料
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る。また、文部科学省では、2021年度の月
間に合わせて、全国の家庭・学校・地域の関
係者、全国の子供たちに向けて、文部科学大
臣メッセージを発信するなど、児童虐待の防
止に向けた周知・啓発を行った。

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
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、2021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17次報
告）」を取りまとめた。

第17次報告においては、心中以外の虐待
死（56例・57人）では、０歳児死亡が最も
多く（49.1％）、うち月齢０か月が39.3％を占
めた。妊娠期・周産期における問題として

「予期しない妊娠/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
特徴としてみられた。

・学校等における取組
文部科学省では、2012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
機会を捉えて周知徹底を図っているほか、関
係機関との連携強化のための情報共有や児童
虐待防止に係る研修の実施などの積極的な対
応等についても周知している。

また、2009年に教職員の対応スキルの向
上を図るための研修教材を作成・配布すると
ともに、養護教諭の児童虐待への対応の充実
を図る一助とするため、公益財団法人日本学
校保健会補助事業において、「子供たちを児

童虐待から守るために─養護教諭のための児
童虐待対応マニュアル─」を作成し、2014
年３月に配布している。

さらに、2019年１月の千葉県野田市の事
案を受け、同年２月には、文部科学副大臣を
主査とする省内タスクフォースを設置し、再
発防止策を検討するとともに、児童虐待事案
に係る情報の管理及び関係機関間の連携に関
する新たなルールを各都道府県教育委員会等
に通知した。加えて、同年５月には、学校・
教育委員会等が児童虐待の対応に当たって留
意すべき事項をまとめた「学校・教育委員会
等向け虐待対応の手引き」を作成・公表して
いる（2020年６月一部改訂）。

加えて、地域における児童虐待の未然防
止・早期発見の取組に資するよう、地域で活
動する家庭教育支援や地域学校協働活動等の
関係者に向けて、児童虐待への対応に関して
留意すべき事項等をまとめた「児童虐待への
対応のポイント」（2019年８月策定、2021年
３月一部改訂）を周知している。

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。

社会的養育が必要な子供への支援
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
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図るため、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。

この改正において、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、前述の計画を全面的に見直
し、2020年度を始期とする新たな「都道府
県社会的養育推進計画」を策定している。

各都道府県等の里親等委託推進に向けた取
組を支援するため、2021年度より、「里親委
託・施設地域分散化等加速化プラン」に取り
組むこととし、里親等委託率の目標達成に向
けて意欲的に取り組む地方公共団体に対して
里親養育包括支援（フォスタリング）事業の
補助率の２分の１から３分の２への引き上げ
などを実施している。加えて、各都道府県等
の養子縁組民間あっせん機関に対する助成に
向けた取組を支援するため、「養子縁組民間
あっせん機関助成事業」により、①子どもの
出自を知る権利に関する支援など養子縁組民
間あっせん機関が行う先駆的な取組への支援
を拡充、②養親希望者の手数料負担軽減額の
拡充を実施している。

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、将来の自立に結び付けることが重要
である。

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。また、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」、施設等を退所す
る子供等が、親がいないなどの事情により身
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」や、安定した
生活基盤を築くための家賃相当額や生活費の
貸付けを行う「児童養護施設退所者等に対す
る自立支援資金貸付事業」など、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。

加えて、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。

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年に施行された児童福祉
法等の一部を改正する法律では、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
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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。

また、入所児童に対するケアの充実を図る
ため、「児童養護施設等の職員の資質向上の
ための研修等事業」や「基幹的職員研修」な
どを実施している。

社会的養育関係施設における地域支援機能の
充実

小規模かつ地域分散化された生活単位の養
育体制を充実させる（子供：職員＝６：４か
ら最大６：６）とともに、継続的な服薬管理
や健康管理が必要な児童等の支援を行う職員
の配置の推進等を行う「乳児院等多機能化推
進事業」において、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拡
充するなど、施設等の高機能化及び多機能
化・機能転換、小規模かつ地域分散化を推進
している。

また、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年度には、社会的養護関係施設におけ
る第三者評価及び施設長研修を義務付けた。
2017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
見直しを行ったほか、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）
障害のある子供の保育等

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
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年度からの５年
間を対象とする「障害者基本計画（第４次）」

（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
差別の解消の推進を目的とした「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年６月に成立し、
2016年４月から施行された（2021年に一部
改正）。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。

障害のある子供に対し、その障害を早期に
把握し、早期からその発達に応じた必要な支
援を行うことは、その後の自立や社会参加に
大きな効果があると考えられるとともに、障
害のある子供を支える家族に対する支援とい
う側面からも大きな意義があることから、中
央教育審議会答申（2021年１月26日）等に
おいても、乳幼児期から学齢期、社会参加に
至るまで、地域で切れ目のない支援を受けら
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れるような支援体制の整備を行うことの重要
性が提言されている。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
年度より一般財源化し、2007年度から、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などの拡充
をしている（2020年度実施か所数：１万9,965
か所、対象児童７万9,260人）。

このほか、障害のある子供を受け入れるに
当たり、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、公立幼稚園においても、地方財政措
置による「特別支援教育支援員」の配置にか
かる経費を拡充するなど、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。私立幼稚園においても、特別な支援が
必要な幼児を受け入れる幼稚園に対し、都道
府県が助成を行っている場合、当該経費の一
部を補助している。さらに、障害のある子供
に対して、児童福祉法に基づき、日常生活に
おける基本動作の指導や、集団生活への適応
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、家族の休息などを図る観点から
障害のある子供等を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。

2015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。あわせて、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。

2018年度の障害福祉サービス等報酬改定
において、関係機関との連携を促進する観点
から、障害児通所支援事業所が小学校等と連
絡調整を行った際の報酬上の評価を拡充し
た。また、2021年度の障害福祉サービス等
報酬改定において、障害児入所施設における
地域移行に向けた支援として、家庭や地域と
連携して支援を行うソーシャルワーカーを専
任配置した際の報酬上の評価を創設した。

また、2021年度には各都道府県において
地域の実情に応じて難聴児の早期発見・早期
療育を総合的に推進するための計画を作成す
るに当たり、指針となるものとして、「難聴
児の早期発見・早期療育推進のための基本方
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針」を作成し、都道府県における保健、医
療、福祉、教育の連携体制の整備を促進して
いる。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。

さらに、地方公共団体が特別な支援を必要
とする子供が就学前から学齢期、社会参加ま
での切れ目のない支援を受けられる体制の整
備等を行う際に要する経費の一部を補助して
いる。

医療的ケアが必要な子供への支援の充実
2017年度から、「医療的ケア児保育支援モ

デル事業」を創設し、保育所等において医療
的ケア児の受入れを可能とするための体制を
整備することで、医療的ケア児の地域生活支
援の向上を図っており、2021年度から一般
事業化している。

2018年度の障害福祉サービス等報酬改定
においては、障害児通所支援事業所におけ
る、一定の基準を満たす医療的ケア児を受け
入れるための看護職員の加配を評価する仕組
みや、医療機関等の看護職員が事業所を長時
間訪問した場合の評価の仕組みを設け、2021
年度の同改定において、医療的ケア児を受け
入れた事業所を基本報酬で評価するなど、医
療的ケア児への支援の充実を図った。

また、2019年度から、医療的ケア児や重
症心身障害児の地域における受入れが促進さ
れるよう、地方公共団体の体制の整備を行
い、医療的ケア児等の地域生活支援の向上を
図ることを目的とする「医療的ケア児等総合
支援事業」を実施しており、2022年度当初
予算では、医療的ケア児支援センターの設置
を推進するため、「医療的ケア児等コーディ
ネーター」の配置を拡充するなど、医療的ケ
ア児等の相談体制の充実を図っている。

2021年９月には、医療的ケア児及びその
家族に対する支援に関し、基本理念を定め、
国、地方公共団体等の責務を明らかにすると

ともに、保育及び教育の拡充に係る施策その
他必要な施策並びに医療的ケア児支援セン
ターの指定等について定めた「医療的ケア児
及びその家族に対する支援に関する法律」（令
和３年法律第81号）が施行された。このこ
とを踏まえ、2021年度補正予算において、
医療的ケア児支援センターを運営する上で必
要な備品購入費等について補助を行うことに
より開設促進を図った。

学校における医療的ケアについては、2013
年度から、地方公共団体等が医療的ケアを行
う看護職員を学校に配置する際の経費を一部
補助するとともに、学校において医療的ケア
児の療養上の世話又は診療の補助に従事する
医療的ケア看護職員について、その名称や職
務内容を学校教育法施行規則第65条の２に
おいて規定（学校教育法施行規則の一部を改
正する省令（令和３年文部科学省令第37号。
同年８月23日公布・施行））するなど、各学
校において関係者が一丸となって医療的ケア
に対応できるよう、医療的ケアの環境整備の
充実を図るための取組を推進している。

加えて、2020年度診療報酬改定において、
医療的ケア児の主治医から学校医等への診療
情報提供についての評価を新設するととも
に、訪問看護ステーションから学校や保育所
へ情報提供した場合の評価についても対象の
拡大を行った。

発達障害のある子供への支援の充実
発達障害児への支援については、2016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
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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、2018年度に「発
達障害児者及び家族等支援事業」を創設し、
発達障害児の保護者に対するペアレントト
レーニングや、発達障害者同士のピアサポー
トのほか、2020年度からは青年期の発達障
害者等の居場所を作り、社会から孤立しない
仕組み作りを行うための支援等を実施してい
る。（第2-2-11図）

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

援を行っており、2020年度からは、発達の
気になる子供などに対し、切れ目ない支援を
継続的に実施するための戸別訪問等も実施す
るなど、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、

	第2-2-11図	 発達障害児者及び家族等支援事業

発達障害児者及び家族等支援事業

ペアレントメンター養成等事業

・ペアレントメンターに必要な研修の実施
・ペアレントメンターの活動費の支援
・ペアレントメンター・コーディネーターの配置 等

・同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児を持つ
保護者同士、きょうだい同士等の集まる場の提供
・集まる場を提供する際の子どもの一時預かり　等

・発達障害児者の適応力向上のためのソーシャル
スキルトレーニング（ＳＳＴ）の実施 等

家族のスキル向上支援事業

ピアサポート推進事業 その他の本人・家族支援事業

・保護者に対するペアレントプログラム、
ペアレントトレーニングの実施 等

【事業概要】
発達障害者の家族が互いに支え合うための活動等を行うことを目的とし、ペアレントメンターの養成や活動の支援、

ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングの導入、ピアサポートの推進及び青年期の居場所作り等を行い、発達
障害児者及びその家族に対する支援体制の構築を図る。

【実施主体】都道府県、市区町村 【補助率】１／２

・ワークショップ等の開催による青年期の発達障害者同
士が交流する機会の提供 等

発達障害者等青年期支援事業

資料：厚生労働省資料
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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
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
わる教師の専門性の向上や、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。

そのため、文部科学省では、「『令和の日本
型学校教育』の構築を目指して～全ての子供
たちの可能性を引き出す、個別最適な学び
と、協働的な学びの実現～（答申）」（2021年
１月26日中央教育審議会）や「新しい時代
の特別支援教育の在り方に関する有識者会議
報告」（2021年１月）を踏まえ、2021年には、
障害のある子供の学びの場の適切な選択に資
するよう、「障害のある子供の教育支援の手
引」の改訂・周知を行ったほか、特別支援学
校の教育環境を改善する観点から、特別支援
学校を設置するために必要な最低限の基準で
ある「特別支援学校設置基準」の公布（2021
年９月24日）、特別支援教育を担う教師の専
門性向上を図るべく「特別支援教育を担う教
師の養成の在り方等に関する検討会議」にお
ける教師の専門性向上に関する議論を行って
いる。このほか、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」の配置促進、学校
において医療的ケア体制の充実を図るための
看護職員配置の促進等、外部人材も積極的に
活用しながら特別支援教育の推進を図ってい
る。また、独立行政法人国立特別支援教育総
合研究所においても、国の政策課題等に対応
した研究や研修等を行っている。

（若年無業者、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
「子ども・若者育成支援推進法」（平成21年

法律第71号）及び「子供・若者育成支援推
進大綱」（2021年４月６日子ども・若者育成
支援推進本部決定）を踏まえ、ひきこもり等
の困難な状態にある子供・若者を、地域にお
ける様々な機関がネットワークを形成して支
援する「子ども・若者支援地域協議会」並び
に子供・若者の育成支援に関する相談にワン
ストップで応じる「子ども・若者総合相談セ
ンター」の地方公共団体における設置加速及
び機能向上を図るため、アドバイザーの派遣
や研修・会合の開催、好事例の提供等を実施
した。2022年１月１日現在、子ども・若者
支援地域協議会が134の地方公共団体に、子
ども・若者総合相談センターが109の地方公
共団体に、それぞれ設置されている。

また、困難な状態にある子供・若者の支援
に当たる専門人材の養成及び資質向上を図る
ため、アウトリーチ（訪問支援）や相談業務
に関する研修を実施した。

（遺児への支援）
遺児への支援

2014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、
2020年度も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）
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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る。

（定住外国人の子供に対する就学支
援）
定住外国人の子供に対する就学支援

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る。2021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
11万4,853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、2021年５月現
在で４万7,627人であり、前回調査の2018年
度と比べて6,872人（約16.9％）増加してお
り、多数在籍している（2021年度「日本語
指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する
調査」（速報）より）。他方、同年に文部科学
省が実施した「外国人の子供の就学状況等調
査」では、約１万人の外国人の子供が不就学
の状況にある可能性が明らかになった。

このような状況を踏まえ、文部科学省で
は、「日本語教育の推進に関する施策を総合
的かつ効果的に推進するための基本的な方
針」（2020年６月23日閣議決定）に基づき、
外国人の子供の就学促進等について地方公共
団体が講ずべき事項を取りまとめた「外国人
の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関
する指針」を策定し、同年７月に通知すると
ともに、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を実施している。

また、学校における指導体制の整備充実の
ため、 2026年度までに日本語指導が必要な児
童生徒18人に対して１人の教員が基礎定数
として措置されるよう、「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」の規定に基づいた着実な改善を図ると
ともに、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している。

2014年には、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」を編成
し、個別の日本語指導を教育課程に位置付け
て実施できるよう制度改正を行った。

その他、教育委員会へのアドバイスや教員
研修の充実のため、「外国人児童生徒等教育
アドバイザー」の派遣や、独立行政法人教職
員支援機構による、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
主事を対象とした、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指
導者養成研修を実施している。
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11 社会全体で子育てを応援す
る機運の醸成

（子育て世帯をやさしく包み込む社
会的機運の醸成）
多様な主体の連携による子育てにやさしい社
会的機運の醸成（再掲）

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　多様な主体の連携による子育
てにやさしい社会的機運の醸成　を参照のこ
と。

子育て支援パスポート事業の普及・促進（再
掲）

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。

「家族の日」「家族の週間」等を通じた理解促
進（再掲）

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　「家族の日」「家族の週間」等
を通じた理解促進　を参照のこと。

マタニティマーク、ベビーカーマークの普及
啓発（再掲）

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　マタニティマーク、ベビー
カーマークの普及啓発　を参照のこと。

（妊娠中の方や子供連れに優しい施
設や外出しやすい環境の整備）（再
掲）
公共交通機関での子供連れ家族への配慮など
の環境整備（再掲）

第１章　第４節　２　妊娠中の方や子供連

れに優しい施設や外出しやすい環境の整備　
公共交通機関での子供連れ家族への配慮など
の環境整備　を参照のこと。

子育てバリアフリーの推進（再掲）
第１章　第４節　２　妊娠中の方や子供連

れに優しい施設や外出しやすい環境の整備　
子育てバリアフリーの推進　を参照のこと。

道路交通環境の整備（再掲）
第１章　第４節　２　妊娠中の方や子供連

れに優しい施設や外出しやすい環境の整備　
道路交通環境の整備　を参照のこと。

12 子育て分野におけるICTや
AI等の適切な活用

地域におけるAI・IoT等の活用の推進（再掲）
第１章　第５節　１　結婚支援・子育て分

野におけるICTやAI等の科学技術の成果の
活用促進　地域におけるAI・IoT等の活用
の推進　を参照のこと。

子育てワンストップサービスの推進（再掲）
第１章　第５節　１　結婚支援・子育て分

野におけるICTやAI等の科学技術の成果の
活用促進　子育てワンストップサービスの推
進　を参照のこと。

子育てノンストップサービスの推進（再掲）
第１章　第５節　１　結婚支援・子育て分

野におけるICTやAI等の科学技術の成果の
活用促進　子育てノンストップサービスの推
進　を参照のこと。

ICTを活用した子育て支援サービス（Baby 
tech）の普及促進（再掲）

第１章　第５節　１　結婚支援・子育て分
野におけるICTやAI等の科学技術の成果の
活用促進　ICTを活用した子育て支援サービ
ス（Baby tech）の普及促進　を参照のこと。
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