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こども政策の推進に向けた 
取組について

2021年度においては、こども政策の在
り方について検討が進められ、2022年２
月には、こども政策を推進するための新たな
司令塔となる行政組織を創設する「こども家
庭庁設置法案」等を2022年通常国会（第
208回国会）に提出した。ここでは、こど
も政策に関する主な検討の経緯と、特に少子
化対策との関連性が高い項目を取り上げる。

こども政策について

　こども１や若者２に関する施策（以下「こ
ども政策」という。）については、これまで、
政府を挙げて、各般の施策に取り組み、様々
な取組が着実に前に進められてきたものの、
少子化、人口減少に歯止めがかからない。ま
た、2020年度には、児童虐待の相談対応
件数や不登校、いわゆるネットいじめの件数
が過去最多となり、約800人もの19歳以
下のこどもが自殺するなど、こどもを取り巻
く状況は深刻になっており、さらに、コロナ
禍がこどもや若者、家庭に負の影響を与えて
いる。
　こうした中、「経済財政運営と改革の基本
方針2021」（2021年６月18日閣議決定。
以下「骨太方針2021」という。）において、
「子供に関する様々な課題に総合的に対応す
るため、年齢による切れ目や省庁間の縦割り
を排し、子供の視点に立って、各ライフス
テージに応じて切れ目ない対応を図るととも
に、困難を抱える子供への支援等が抜け落ち

ることのないような体制を構築することと
し、こうした機能を有する行政組織を創設す
るため、早急に検討に着手する」こととされた。
　これを踏まえ、政府において新たな行政組
織の在り方等を検討するため、2021年７
月に、こども政策の推進に係る作業部会を開
催し、検討を進めることとされた。

こども政策の推進に係る有識者会議等

　新たなこども政策の在り方について、その
基本理念や目指すべき方向性について検討を
行うため、2021年９月から「こども政策
の推進に係る有識者会議」（以下「有識者会
議」という。）を開催し、５回にわたって議
論を行い、同年11月29日に報告書が取り
まとめられた。同報告書は、座長から内閣総
理大臣に手交された。

１　ここでいう「こども」とは、大人として円滑な社会生活を送ることができるまでの成長の過程にある者をいう。
２　「若者」と「こども」は重なり合う部分があるが、青年期の全体が射程に入ることを明確にする場合には特に「若者」の

語を用いている。

図表 報告書の手交の様子

出典：首相官邸ホームページ（https://www.kantei.
go.jp/jp/101_kishida/actions/202111/ 
29kodomo.html）
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資料：内閣官房資料

○少子高齢化の進行は社会に大きな影響を及ぼし、我が国社会全体の根幹を揺るがしかねない「有事」とも言うべき危機的な状況。

〇児童虐待の相談対応件数や不登校の件数が過去最多となり、更にコロナ禍によりこどもや若者、家庭をめぐる様々な課題が深刻化。

こども政策の推進に係る有識者会議 報告書【概要】
Ⅰ．はじめに（こどもと家庭を取り巻く現状）

１．こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案

２．全てのこどもの健やかな成長、Well-beingの向上

３．誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援

４．こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年度の壁、年齢の壁を克服した切れ目ない包括的な支援

５．待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換

６．データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、ＰＤＣＡサイクル（評価・改善）

Ⅱ．今後のこども政策の基本理念

Ⅲ．今後取り組むべきこども政策の柱と具体的な施策

１．結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を目指す

〇若い世代の結婚や妊娠への不安や障壁の解消

〇子育てや教育に関する経済的負担の軽減

〇妊娠前から妊娠・出産に至る支援の充実

〇産前産後から子育て期を通じた切れ目のない支援

〇地域子育て支援

〇家庭教育支援

〇妊産婦やこどもの医療

〇女性と男性がともにキャリアアップと子育てを両立できる環境整備

２．全てのこどもに、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供する

〇就学前のこどもの成長の保障、幼児教育・保育の確保と質の向上

〇全てのこどもたちの可能性を引き出す学校教育の充実

〇多様な体験活動の機会づくり

〇居場所づくり

〇こどもの安全を確保するための環境整備

〇思春期から青年期・成人期への移行期にある若者への支援

〇自らの心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実

〇こどもの可能性を狭める固定的性別役割分担意識の解消、

固定観念の打破

〇こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備

〇こども政策の対象分野は多岐にわたり必ずしも網羅できているものではなく、あくまで当会議の議論を踏まえ整理したもの。今後、更に議論が深められるべき。
〇政府において、運用改善等はできる限り速やかに、また、新たな予算・制度が必要なものは実現に向け最大限の努力を求めたい。

Ⅲ．今後取り組むべきこども政策の柱と具体的な施策（続き）

３．成育環境にかかわらず、誰一人取り残すことなく健やかな成長を

保障する

〇児童虐待防止対策の更なる強化

〇社会的養護を必要とするこどもに対する支援の充実

〇社会的養護経験者や困難な状況に置かれた若者の自立支援

〇こどもの貧困対策

〇ヤングケアラー対策

〇ひとり親家庭への支援

〇障害児支援の充実

〇いじめ・不登校対策

〇自殺対策

〇非行少年の立ち直り支援

４．政策を進めるに当たって共通の基盤となるもの

〇児童の権利に関する条約の精神に則ったこどもの人権・権利の保障

〇必要な支援を必要な人に届けるためのプッシュ型の情報発信や

アウトリー チ型・伴走型の支援

〇関係機関・団体の連携ネットワークの強化（子ども・若者支援

地域協議会と要保護児童対策地域協議会の有効活用等）

〇こども・家庭に関する教育・保健・福祉などの情報を分野横断的に

把握し、支援につなげるためのデータベースの構築

〇こどもや家庭の支援に関わる人材の確保・育成、ケア

〇安定的な財源確保と十分な人員体制の確保

Ⅳ．政策の立案・実施・評価におけるプロセス

〇こどもや若者、子育て当事者からの意見聴取・反映、

分かりやすい情報提供、親しみやすい広報、

意見が反映される過程や成果の見える化、フィードバックなど、

こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の推進

〇地方自治体の先進的な取組の横展開や制度化、国と地方自治体

の間での人事交流の推進、国と地方自治体の定期的な協議の場の

設置等による地方自治体との連携強化

〇地域で支援活動を行う民間団体（NPO等）や民生・児童委員、

青少年相談員、保護司等とのネットワークの強化、民間団体等

との積極的な対話・連携・協働、民間人の積極的な登用等

〇こどもや若者の置かれている状況や課題を的確に分析し、政策

効果を明らかにした上での、データ・統計を活用したエビデンスに

基づく政策立案と実践、評価

図表 こども政策の推進に係る有識者会議　報告書（概要）
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　同報告書においては、少子高齢化の進行
は、社会全体の根幹を揺るがしかねない、ま
さに「有事」とも言うべき危機的な状況にあ
り、また、コロナ禍により、こどもや若者、
家庭をめぐる様々な課題が深刻化しているな
ど、我が国の現状についての認識が改めて示
されるとともに、今後取り組むべきこども政
策として、三つの柱及び政策を進めるに当
たって共通の基盤となるものが示された。
　柱の一つとして、これまでも少子化社会対
策大綱に基づき取り組まれてきた施策を更に
強化するものとして、「結婚・妊娠・出産・
子育てに夢や希望を感じられる社会を目指
す」が掲げられ、
　〇結婚や妊娠への不安や障壁の解消

　〇子育てや教育に関する経済的負担の軽減
　〇�妊娠前から妊娠・出産、産前産後から子
育て期を通じた切れ目のない支援

などが盛り込まれた。
　あわせて、「骨太方針2021」に基づき、
有識者会議での議論や、少子化社会対策大綱
（2020年５月29日閣議決定）を踏まえ、
政府を挙げて取り組む政策（中長期的な検討
課題も含む。）を、2021年11月に「こど
もに関する政策パッケージ」として取りまと
めた。2021年度補正予算を中心として前
倒しで当面実施する施策と、2022年度以
降に実施・検討する施策も含めたものとの２
段階で公表している。

【結婚、妊娠・出産、子育てしやすい環境整備】

• 結婚・子育てに関する地方公共団体の取組に対する支援（地域少子化対策重点推進交付金）

• 令和４年度当初からの不妊治療の保険適用

【子育てや教育に関する経済的負担の軽減】

• 出産費用の実態を踏まえた出産育児一時金の検討

• 高等教育の修学支援の着実な実施

• 児童手当の効果的な支給・支給要件の在り方等の検討

【様々な事情を抱えた子ども・家庭に対する支援の充実（予防的支援を含む。）】
• 市区町村における家庭・養育環境支援の強化等を図るための児童福祉法等の改正の検討

（子どもの意向確認・権利擁護の推進とそのための体制整備を含む）

• いわゆる未就園児やその保護者の実態把握とアウトリーチによる支援の利用促進

• 認定こども園、保育所、幼稚園、地域子育て支援拠点等を活用した在宅の３歳未満児及び未就園児に対する

支援の充実の検討

• こどもに関する各種データの連携によるプッシュ型支援の検討

• 障害のある子どもの保育等の推進

• ヤングケアラーの支援体制の強化

• 里親委託の推進等による社会的養育の充実や、社会的養護経験者の自立支援

• ひとり親の就労支援の推進

【子どもの安心・安全の確保】
• こどもをわいせつ行為から守る環境整備（日本版DBSの在り方の検討）

• 予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review）の検討

【政策を進めるに当たっての共通の基盤】
• 結婚、妊娠・出産、子ども・子育てに温かい社会づくり（大臣主導の官民共同による「子育て応援コンソーシアム」）

• 子供・若者からの意見募集・意見交換の推進（「ユース政策モニター」）

• こどもに関する政策を推し進めるために必要な安定財源についての検討

主な取組事項

図表 「こどもに関する政策パッケージ」の主な取組事項

資料：内閣官房資料
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こども政策に関わる各府省大臣

こども家庭庁

こども政策担当大臣

内閣総理大臣

○各府省庁に分かれているこども政策に関する総合調整権限を一本化
・青少年の健全な育成及び子どもの貧困対策 【内閣府政策統括官（政策調整）】
・少子化対策及び子ども・子育て支援【内閣府子ども・子育て本部】
・犯罪から子どもを守る取組【内閣官房】
・児童虐待防止対策【厚生労働省】
・児童の性的搾取対策【国家公安委員会・警察庁】

○ 今まで司令塔不在だった就学前のこどもの育ちや放課後のこどもの居場所についても主導
〇 こどもや子育て当事者、現場（地方自治体、支援を行う民間団体等）の意見を政策立案に
反映する仕組みの導入（これらを踏まえた各府省所管事務への関与）

幼稚園教育要領・
保育所保育指針を
相互に協議の上
共同で策定

＜内閣府＞
○政策統括官（政策調整担当）が所掌する子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に
関する事務

○子ども・子育て本部が所掌する事務
＜文部科学省＞
○総合教育政策局が所掌する災害共済給付に関する事務
＜厚生労働省＞
○子ども家庭局が所掌する事務（婦人保護事業を除く。）

○障害保健福祉部が所掌する障害児支援に関する事務

性的被害の防止、ＣＤＲの検討、プッシュ型支援を届けるデジタル基盤整備 等

司令塔機能

各府省から移管される事務

新たに行う・強化する事務

文部科学省

総合調整権限に
基づく勧告

その他の府省

〇幼児教育の振興

〇学校におけるいじめ防止、
不登校対策

〇教育の振興

〇学校教育の振興
（制度、教育課程、免許、
財政支援など）

いじめ重大事態に
係る情報共有と対策の
一体的検討

厚生労働省

〇医療の普及及び向上

〇労働者の働く環境の整備

医療関係各法に基づく
基本方針等の策定に
おける関与

こども家庭庁の組織・事務・権限について（イメージ）

○内閣府の外局として設置
○令和５年度のできる限り早期に設置
○内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制

（移管する定員を大幅に上回る体制を目指す）

※CDR ：こどもの死亡の原因に関する情報の収集・分析・活用などの予防のためのこどもの死亡検証

（参考１）

こども家庭庁の創設について（イメージ）

こども家庭庁の創設により、
〇 こどもと家庭の福祉・保健その他の支援、こどもの権利利益の擁護を一元化
〇 年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援を実現
〇 就学前の育ちの格差是正
〇 こども・子育て当事者の視点に立った政策の実現（プッシュ型情報発信、伴走型支援）

困難な状況にあるこども支援（児童虐待、貧困、ひとり親、ヤングケアラー、障害児、高校中退、非行等）

こどもの居場所
（放課後児童クラブ、こども食堂、学習支援の場、青少年センター等）

こどもの心のケア

妊娠前 乳幼児期（～5歳） 学齢期以降（6歳～）妊娠期
～産後

18歳
以降

幼稚園
（特別支援学校を含む）

義務教育
（特別支援学校を含む）

高校教育
（特別支援学校を含む） 大学等

児童手当（15歳まで）

こどもの安全（事故防止、災害共済給付、性被害防止等）

母子保健

こどもの居場所づくり指針

こどもに対する医療周産期医療

厚労省

厚労省

厚労省

厚労省 内閣府 内閣府 内閣府

内閣府

新規

厚労省

厚労省 内閣府 厚労省 厚労省・文科省 厚労省 警察庁・法務省と連携

消費者庁・内閣府 文科省 新規

認定こども園

保育所

内閣府
※文科省・厚労省と共管

厚労省

就学前こども育ち指針 新規

（参考２）

いじめ・不登校 文科省と連携

こども政策の新たな推進体制に関する基本方
針

　2021年12月に、「こども政策の新たな
推進体制に関する基本方針」を閣議決定し
た。その中で、常にこどもの最善の利益を第
一に考え、こどもに関する取組・政策を我が
国社会の真ん中に据えて（「こどもまんなか
社会」）、こどもの視点で、こどもを取り巻く
あらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を
保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やか
な成長を社会全体で後押しすることとし、そ

のための新たな司令塔として、こども家庭庁
を創設することとされた。
　こども家庭庁においては、これまで内閣府
や厚生労働省等に分散していたこども政策の
司令塔機能を一本化し、少子化対策を含むこ
ども政策について一元的に企画・立案・総合
調整を行うとともに、結婚支援から、妊娠前
の支援、妊娠・出産の支援、母子保健、子育
て支援、こどもの居場所づくり、困難な状況
にあるこどもの支援などの事務を集約して、
自ら実施することとされた。
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こども政策に関わる各府省大臣

こども家庭庁

こども政策担当大臣

内閣総理大臣

○各府省庁に分かれているこども政策に関する総合調整権限を一本化
・青少年の健全な育成及び子どもの貧困対策 【内閣府政策統括官（政策調整）】
・少子化対策及び子ども・子育て支援【内閣府子ども・子育て本部】
・犯罪から子どもを守る取組【内閣官房】
・児童虐待防止対策【厚生労働省】
・児童の性的搾取対策【国家公安委員会・警察庁】

○ 今まで司令塔不在だった就学前のこどもの育ちや放課後のこどもの居場所についても主導
〇 こどもや子育て当事者、現場（地方自治体、支援を行う民間団体等）の意見を政策立案に
反映する仕組みの導入（これらを踏まえた各府省所管事務への関与）

幼稚園教育要領・
保育所保育指針を
相互に協議の上
共同で策定

＜内閣府＞
○政策統括官（政策調整担当）が所掌する子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に
関する事務

○子ども・子育て本部が所掌する事務
＜文部科学省＞
○総合教育政策局が所掌する災害共済給付に関する事務
＜厚生労働省＞
○子ども家庭局が所掌する事務（婦人保護事業を除く。）

○障害保健福祉部が所掌する障害児支援に関する事務

性的被害の防止、ＣＤＲの検討、プッシュ型支援を届けるデジタル基盤整備 等

司令塔機能

各府省から移管される事務

新たに行う・強化する事務

文部科学省

総合調整権限に
基づく勧告

その他の府省

〇幼児教育の振興

〇学校におけるいじめ防止、
不登校対策

〇教育の振興

〇学校教育の振興
（制度、教育課程、免許、
財政支援など）

いじめ重大事態に
係る情報共有と対策の
一体的検討

厚生労働省

〇医療の普及及び向上

〇労働者の働く環境の整備

医療関係各法に基づく
基本方針等の策定に
おける関与

こども家庭庁の組織・事務・権限について（イメージ）

○内閣府の外局として設置
○令和５年度のできる限り早期に設置
○内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制

（移管する定員を大幅に上回る体制を目指す）

※CDR ：こどもの死亡の原因に関する情報の収集・分析・活用などの予防のためのこどもの死亡検証

（参考１）

こども家庭庁の創設について（イメージ）

こども家庭庁の創設により、
〇 こどもと家庭の福祉・保健その他の支援、こどもの権利利益の擁護を一元化
〇 年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援を実現
〇 就学前の育ちの格差是正
〇 こども・子育て当事者の視点に立った政策の実現（プッシュ型情報発信、伴走型支援）

困難な状況にあるこども支援（児童虐待、貧困、ひとり親、ヤングケアラー、障害児、高校中退、非行等）

こどもの居場所
（放課後児童クラブ、こども食堂、学習支援の場、青少年センター等）

こどもの心のケア

妊娠前 乳幼児期（～5歳） 学齢期以降（6歳～）妊娠期
～産後

18歳
以降

幼稚園
（特別支援学校を含む）

義務教育
（特別支援学校を含む）

高校教育
（特別支援学校を含む） 大学等

児童手当（15歳まで）

こどもの安全（事故防止、災害共済給付、性被害防止等）

母子保健

こどもの居場所づくり指針

こどもに対する医療周産期医療

厚労省

厚労省

厚労省

厚労省 内閣府 内閣府 内閣府

内閣府

新規

厚労省

厚労省 内閣府 厚労省 厚労省・文科省 厚労省 警察庁・法務省と連携

消費者庁・内閣府 文科省 新規

認定こども園

保育所

内閣府
※文科省・厚労省と共管

厚労省

就学前こども育ち指針 新規

（参考２）

いじめ・不登校 文科省と連携

こども家庭庁の創設に向けて

　政府は、2022年２月に「こども家庭庁
設置法案」及び「こども家庭庁設置法の施行

に伴う関係法律の整備に関する法律案」を閣
議決定し、2022年通常国会（第208回国
会）に提出した。

資料：内閣官房資料
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