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子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（２）子供・若者の健康と安心安全の確保 
  ①健康教育の推進と健康の確保・増進等 

府省名：文部科学省 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性  
 
 
 
 

 

○学習指導要領に基づき、喫煙、飲酒、薬物乱用、感染症などについて総合的に解説し
た教材等を活用し、学校教育全体を通じて指導。 

○養護教諭と関係教職員が連携した組織的な保健指導や、地域の医療機関をはじめとす
る関係機関との連携による救急処置・健康相談・保健指導の充実が図られている。 

○また、薬物乱用防止教育の充実を図るため、厚生労働省や警察庁と連携して、小学校、
中学校、高校において「薬物乱用防止教室」を開催。 

○性に関する指導も、子どもが心身の発育や性感染症等の予防に関する知識を身につけ
適切な行動を取れるよう、体育科や保健体育科、特別活動等、学校教育全体を通じて
指導。 

○薬物乱用防止教室の開催率（薬物乱用防止教室開催状況調査） 
全体 ：82.5%（H28）→ 83.5%（H29） 小学校 ：77.3%（H28）→ 89.1%（H29） 
中学校：91.0%（H28）→ 91.0%（H29） 高等学校：86.3%（H28）→ 86.4%（H29） 

○学校保健委員会の設置率（学校保健委員会設置状況調査） 
全体 ：96.0%（H28）→ 96.8%（H29） 小学校 ：96.7%（H28）→ 97.5%（H29） 
中学校：95.4%（H28）→ 96.5%（H29） 高等学校：93.4%（H28）→ 94.1%（H29）  
学校保健委員会 ： 学校における健康に関する課題を研究協議し、健康づくりを推進するための組織で

あり、校長、養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員などの教職員、学校医、学校歯科
医、学校薬剤師、保護者代表、児童生徒、地域の保健関係機関の代表などを主な委
員とし、保健主事が中心となって、運営することとされている。 

○都道府県によって薬物乱用防止教室の開催率に差が見られる。また、私立学校及び国
立学校における開催率が伸び悩んでいることから引き続き開催率の向上に努める。 

○学校保健委員会の開催率は、どの学校段階においても年々向上してきているが、都道
府県によって設置率の差がある。今後も学校保健委員会の設置及び開催を推進する。 

○引き続き、学校教育全体を通じて、子供が自らの心と体の健康を守ることができるよ
う指導を充実していく。 



学校保健の推進 
 

（前年度予算額 ９９，０３０千円） 

２０１９年度予算額 ７４，３９３千円 
 
１． 要旨 
（１）新型インフルエンザ、麻しん・風しん等の各種感染症や、ぜん息、アトピー性皮膚

炎等のアレルギー疾患、メンタルヘルスなど児童生徒の現代的健康課題が多様化・深

刻化の傾向にあり、これらに適切に対応するため学校保健の取組を推進する。 

 

（２）また、平成２９年１０月に閣議決定された第３期がん対策推進基本計画及び新学習

指導要領に基づき、引き続き、学校における健康教育全体の中で、がん教育への取組

を推進する。 

 

２． 内容 

○ 学校保健推進事業 

① がん教育総合支援事業 
２２地域 ３２，７９９千円（３２，８２８千円） 

第３期がん対策推進基本計画及び新学習指導要領に対応した学校におけるがん教育

の取組を推進するため、全国でのがん教育の実施状況を踏まえ、それぞれの地域の実

情に応じた取組を支援するとともに、先進事例の普及・啓発を行い、全国でのがん教

育の充実を図る。 
 
 ② 薬物乱用防止教育等推進事業 

 ７地域 ８，１２３千円（９，３０４千円） 
大麻や危険ドラッグ等の薬物事犯の低年齢化傾向がみられるなど、依然として青少年

への広がりが懸念される中、薬物乱用防止教育等の更なる充実強化を図るため、効果的

な指導方法や内容の検討・実施に対する支援を行うとともに、大学生向けの啓発教材の

作成等を行う。 
 
 ③ 児童生徒の心と体を守るための参考資料の作成 

８，５９６千円（３２，０８１千円） 
学習指導要領の改訂を踏まえるとともに、社会の変化に伴う新たな健康課題等に対

応するため、教職員向けの保健教育の指導書を改訂するとともに、依存症に関する啓

発資料の作成等を行う。 
 
 ④ 児童生徒の現代的健康課題への対応事業 

  ３２地域 １０，１８６千円（１０，１７６千円） 
地域の実情を踏まえた医療機関等との連携など児童生徒の現代的健康課題に対応す

るための様々な取組に対して支援を行うとともに、その成果等について全国的な発信を

行う。 
 



 ⑤ 健康教育関係調査費等 
１４，６８９千円（１４，６４１千円） 

児童生徒の健康の保持増進等を図るため、各分野において指導を行う際の基礎とな

る情報の収集等を行うとともに、全国レベルの研究協議大会を開催し、学校保健、学

校安全、学校における食育の各分野における取組を推進する。 
 
 
○ 学校を核とした地域力強化プラン（総合教育政策局において計上） 

・地域と連携した学校保健推進事業 
６７地域 ８，３５３千円  

養護教諭の未配置校等に対し、経験豊富な退職養護教諭をスクールヘルスリーダー

として派遣し、学校、家庭、地域の関係機関等の連携による効果的な学校保健活動の

展開を図り、地域力の強化につなげる。 
 



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（２）子供・若者の健康と安全安心の確保 
  ① 健康教育の推進と健康の確保・増進等 

府省名：厚生労働省  
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 

 

安心で安全な妊娠・出産の確保のため、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相
談支援等を行う子育て世代包括支援センターの設置を市町村の努力義務として、母子保
健法に法定化し（平成 29 年４月１日施行）、2020 年度末までに全国展開をすることを
目指し、設置を推進した。 

不妊治療に対する助成ついては、不妊の原因が男性にある場合に精子回収を目的とし
た手術療法を実施した場合、高額な医療費の負担を軽減するため、更に 15 万円を上限
に上乗せして助成している。さらに、平成 28 年 1 月から、出産に至る割合が高い初回
治療の助成額を 15 万円から 30 万円に拡充していたところ、平成 31 年４月から男性不
妊治療にかかる初回の助成額を 15 万円から 30 万円に拡充した。 

 子育て世代包括支援センターについて、2020 年度末までの全国展開のために引き続
き支援を行う。また、不妊治療に対する助成ついても引き続き適切な支援を行っていく。 
【子育て世代包括支援センター実施市町村数】 
H28 年 4 月 1 日時点 ２９６市区町村（７２０箇所） 
H29 年 4 月 1 日時点 ５２５市区町村（１，１０６箇所） 
H30 年 4 月 1 日時点 ７６１市区町村（１，４３６箇所） 
【不妊に悩む方への特定治療支援事業支給実績】 
平成 27 年度 １６０，７３３件 
平成 28 年度 １４１，８９０件 
平成 29 年度 １３９，７５２件 
 
 
 子育て世代包括支援センターについて、2020 年度末までの全国展開のために引き続
き支援を行う。 

不妊治療に対する助成についても引き続き取組みを推進していく。 



○ 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（2017年４月１日施行）（法律上は「母子健康包括支援センター」）
➢実施市町村数：７６１市区町村（１，４３６か所）（2018年４月１日現在） ➢２０２０年度末までに全国展開を目指す。
※各市区町村が実情に応じて必要な箇所数や管轄区域を判断して設置。

保健所 児童相談所
子育て支援機関

医療機関（産科医、小児科医等）

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

※医師、歯科医師、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、心理職などの専門職の配置・連携も想定される。

子育て世代包括支援センター

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

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

利用者支援実施施設

民間機関・関係団体

ソーシャル
ワーカー

看護師助産師保健師

産婦健診

サ
ー
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門
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）

母子保健支援

子育て支援

子育て世代包括支援センターの全国展開



不妊に悩む方への特定治療支援事業について

○ 要旨 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成
○ 対象治療法 体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）

○ 対象者 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻
をしている夫婦（治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満である夫婦）

○ 給付の内容 ①１回１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
※凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、１回７.５万円

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、４０歳未満であるときは通算６回まで、
４０歳以上４３歳未満であるときは通算３回まで助成

②男性不妊治療を行った場合は１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

○ 所得制限 ７３０万円（夫婦合算の所得ベース）

○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定
○ 実施主体 都道府県、指定都市、中核市
○ 補助率 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）
○ 予算額 平成３１年度予算案１６４億円（平成３０年度予算１６３億円）

平成１６年度 １７，６５７件
平成１７年度 ２５，９８７件
平成１８年度 ３１，０４８件
平成１９年度 ６０，５３６件
平成２０年度 ７２，０２９件
平成２１年度 ８４，３９５件
平成２２年度 ９６，４５８件
平成２３年度 １１２，６４２件
平成２４年度 １３４，９４３件
平成２５年度 １４８，６５９件
平成２６年度 １５２，３２０件
平成２７年度 １６０，７３３件
平成２８年度 １４１，８９０件
平成２９年度 １３９，７５２件

１．事業の概要

３．支給実績
平成１６年度創設 １年度あたり給付額10万円、通算助成期間２年間として制度開始
平成１８年度 通算助成期間を２年間→５年間に延長
平成１９年度 給付額を１年度あたり１回10万円・２回に拡充、所得制限を650万円→730万円

に引き上げ
平成２１年度補正 給付額１回10万円→15万円に拡充
平成２３年度 １年度目を年２回→３回に拡充、通算10回まで助成
平成２５年度 凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等の給付額を見直し（15万円→7.5万円）
平成２５年度補正 安心こども基金により実施
平成２６年度 妻の年齢が40歳未満の新規助成対象者の場合は、通算６回まで助成

（年間助成回数・通算助成期間の制限廃止）※平成25年度の有識者検討会の報告書
における医学的知見等を踏まえた見直し（完全施行は平成28年度）

平成２７年度 安心こども基金による実施を廃止し、当初予算に計上
平成２７年度補正 初回治療の助成額を15万→30万円に拡充

男性不妊治療を行った場合、15万円を助成
平成２８年度 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外。妻の年齢が40歳未満の場合は通算６回ま

で、40歳以上43歳未満の場合は通算３回まで助成（年間助成回数・通算助成期間の
制限廃止）

平成３１年度 男性不妊治療にかかる初回の助成額を15万→30万円に拡充

２．沿 革
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