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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：４．子供・若者の成長を支える担い手の養成 

（１）地域における多様な担い手の養成 
（２）専門性の高い人材の養成・確保 

府省名：内閣府 
（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 
 
 
 
 
 
 

１ 「子供・若者育成支援のための地域連携推進事業」（ブロック研修会、中央研修大会、 
青年リーダー研修） 

  地域で牽引的役割を担っている青少年育成指導者、少年補導委員及び青少年健全育
成を図る活動を行う団体の指導者等を対象に、子供・若者に係る諸課題への対処能力
の向上を図ること等を目的として、平成 21 年度から実施。 

 
２ 「子ども・若者総合相談センター強化推進事業」（子ども・若者総合相談センター機能普

及に関する研修、子ども・若者総合相談センター機能高度化のための会合） 
  各地方公共団体における子ども・若者支援地域協議会を構成する相談機関の職員等

を対象に、ワンストップ相談窓口の設置等のセンター機能を担うために必要なノウハ
ウを共有することなどを内容とする研修等を実施。 

 
３ 「地域における若者支援に当たる人材養成」（構成機関における相談業務に関する研修、 

専門分野横断的研修、アウトリーチ（訪問支援）研修、アウトリーチ上級研修） 
公的相談機関や NPO 法人等の職員を対象に、地域における困難を有する子供・若

者に対する支援に携わる者の資質向上を図るため実施。 
 

１ 「ブロック研修会」は全国６ブロックにおいて毎年度各１回、「中央研修大会」、「青
年リーダー研修会」は毎年度１回開催し、平成 28 年度以降、延べ約 4,800 人が参加。 

 
２ 「子ども・若者総合相談センター強化推進事業」の研修等は、令和元年度から開催

し、延べ 125 人が参加。 
  
３ 「地域における若者支援に当たる人材養成」の各研修は毎年度１回ずつ開催し、平成

28 年度以降、延べ 647 人が参加。 
 
各研修において、毎回、アンケートを実施しているが、多くの参加者から「有意義であ
った」等の高い評価を受けている。 

○各地域において、複合的な困難を抱える子供・若者に必要となる支援をきめ細かく行
っていくためには、様々な機関が有機的に連携するとともに、分野横断的な知見を有
する人材が不可欠である。引き続き、分野横断的な知見を有する人材の養成を行うこ
とが必要。 

 
○ポスト青年期を過ぎようとしている方についても引き続き関係機関からの必要な支

援を受けることができるよう、各地で年齢階層を超えて連携を進める担い手の養成が
必要。 

 
○上記２点に加えて、地域における担い手の裾野を広げていくことが課題であると認

識。 



No. 対象者 参加者数

1

・全国を６ブロックに分けて開催。
・地域のＮＰＯ等の支援団体、地方公共団体、学校等
の様々な主体による子供・若者育成支援に係る先進
的な取組事例や課題について情報共有し、地域にお
ける子供・若者育成支援に係る活動を促進するため
の方策等について検討することを通じて、各機関・団
体における取組の企画立案、実施に寄与するととも
に、相互の連携を促進し、全国的な取組内容の向上
を図る。

・専門家による講演
・専門分科会　等

各地域の子供・若者育成支援に関する
活動歴が比較的短い民間支援団体担
当者、各相談機関の相談担当者、学校
教育関係者、少年補導委員、青少年行
政担当課職員等

各回150名程度

2

・ＮＰＯ等の支援団体、地方公共団体、学識経験者等
が連携・協力して、国民運動の啓発のため、多様な主
体による取組を支援、各界各層との情報及び意見の
交換、必要な連携を図るための機会を設ける。

・専門家による講演
・パネルディスカッション
・専門分科会　等

全国の子供・若者育成支援に関する団
体の代表者、青少年センターの幹部等

400名程度

3

・青少年に係る諸問題の状況を明確化して対処能力
の向上を図るとともに、新たな変化にも対応し得る若
手の中核的指導者層を育成し、青少年育成の現場の
充実・強化を図る。

・専門家による講義
・班別演習
・演習成果発表　等

地域の民間団体等で社会貢献活動を
担う青年リーダー等

50名程度

4
子供・若者の育成支援に関する相談機関が、センター
機能を担うために必要なノウハウを共有する。

・講義・演習
今後センターとしての機能を担う予定の
又は担うことを検討している公的機関・
民間団体等に所属する職員

40名程度

5

子供・若者等からの相談に応じて関係機関の紹介そ
の他の必要な情報の提供や助言を行うために有用な
ノウハウ等を、センターの職員が協議して発展させ
る。

・講演・講義
・事例検討、協議

子ども・若者総合相談センターに所属
する職員

90名程度

6
子供・若者が抱える困難に関する基本的な知識（ひき
こもり、ニート、不登校、発達障害等）及び支援技法
（インテーク、家族へのアプローチ等）を習得する。

・講義・演習

公的機関・民間団体等に所属し、困難
を有する子供・若者に関する相談業務
の従事経験がおおむね２年以上５年未
満の職員

100名程度

7

地域において、複合的な困難を有する子供・若者へ
の伴走型支援ができるよう、教育、福祉、保健、医
療、雇用等の分野横断的な専門知識や支援技法を習
得する。

・講義・演習

公的機関・民間団体等に所属し、困難
を有する子供・若者に関する相談業務
の従事経験がおおむね５年以上の職
員

90名程度

8

子供・若者に対する訪問支援が実施できる人材を養
成するため、アウトリーチに必要とされる知識・技法、
地域における関係機関との連携等、支援のコーディ
ネート力を広く習得する。

・講義・演習
・アウトリーチを実施する
支援機関での実地研修

公的機関・民間団体等に所属し、子供・
若者への相談・支援におおむね３年以
上従事しており、アウトリーチ（訪問支
援）を実施予定である職員等

15名程度

9
長期化したひきこもりの者等にも対応でき、個々の特
性を生かした就業等につなげられるアウトリーチの高
度な知識・技術を習得する。

・講義・演習
過去に内閣府のアウトリーチ研修を受
講したことがある者等

15名程度

内閣府青少年担当が実施する各種研修について

１週間程度

子ども・若者総合
相談センター強化
推進事業

子ども・若者総合相談セン
ター機能普及に関する研修 １週間程度

子ども・若者総合相談セン
ター機能高度化のための会
合

３日間程度

３日間程度

　２日間程度

期間事業・研修名 研修概要

中央研修大会

青年リーダー研修会

ブロック研修会 各回１日間

子供・若者育成支
援のための地域
連携推進事業

構成機関における相談業務
に関する研修

１週間程度

地域における若者
支援に当たる人材

養成
アウトリーチ（訪問支援）研
修

・合同研修前期：１週間程度
・実地研修：２週間程度
・合同研修後期：３日間程度

アウトリーチ上級研修 １週間程度

専門分野横断的研修



構成
機関

構成
機関

構成
機関

構成
機関

構成
機関

構成
機関

子ども・若者支援地域協議会

構成機関等において
アウトリーチに従事

する相談員等

子供・
若者育成
支援団体

子供・
若者育成
支援団体

子供・
若者育成
支援団体

アウトリーチ研修
アウトリーチ上級研修
（アウトリーチ研修修了者）

の対象

構成機関における相談業務に関する研修（相談歴
５年未満）
専門分野横断的研修（相談歴５年以上）

の対象

子供・若者育成支援のための
地域連携推進事業

中央研修大会
ブロック研修会
青年リーダー研修

の対象

子ども・若者総合相談センター機能普及に関する研修
子ども・若者総合相談センター機能高度化のための会合

の対象

子供・
若者育成
支援団体

子供・
若者育成
支援団体

内閣府青少年担当が実施する各種研修の対象について



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：４．子供・若者の成長を支える担い手の養成 

（１） 地域における多様な担い手の養成 
（２） 専門性の高い人材の養成・確保 

府省名：法務省      
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【矯正施設における取組】 
少年鑑別所においては，少年鑑別所の職員に対し，地域援助に関連した新たな研修を実施すると

ともに，外部専門機関等が開催する講習会へ参加させるなどし，専門性の向上を図っている。 
 少年院においては，少年院の職員に対し，専門家を招いた各種集合研修を実施するとともに，外部
の専門的な研修機関や関係機関に職員を派遣するなどし，専門的な指導能力の向上を図っている。 
【保護観察所における取組】 
 幅広い世代・分野から保護司適任者を確保するため，平成 26 年３月に保護司の全国組織である全
国保護司連盟と共同して策定した「保護司の安定的確保に関する基本的指針」を平成 31 年３月に改
訂し，適任者確保に向けた官民一体となった取組を推進した。 
 また，非行などの問題を抱えた少年の自立を支援する青年ボランティアであるＢＢＳ会員に対し
ては，平成 29 年に策定された再犯防止推進計画を踏まえ，修学支援の実施方法や技能等を習得させ
ることを目的とした研修を開始した。 
 保護観察官に対しては，各種研修において職員の経験や業務内容に応じ知識等を深め，指導力の
向上を図るための講義等を実施している。 
【人権擁護機関における取組】 
 人権擁護委員の委嘱は市町村が推薦した者の中から行うこととされているところ，推薦依頼を行
う際，市町村に対し働きかけを行う等，幅広い世代・分野からの人材確保を図っている。 
 また，人権擁護委員活動及び委員組織体の運営において中心的役割を担う立場にある人権擁護委
員に対して実施する「指導者養成研修」において，若年層を巡る問題についてのカリキュラムを組み
込んでいる。 
 
 



（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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【矯正施設における取組】 
 少年鑑別所においては，関係機関との連携，危機場面における対応，各種面接技法や心理療法等に
関する知見の拡充に加え，子どものしつけや養育に悩む保護者等への対応に関する専門的な知識・
技術の強化が図られた。 
 少年院においては，各種研修の実施により，発達障害等の発達上の課題を有する在院者など，その
特性に応じた処遇を行うとともに，非行の背景となる問題性の改善に向けた指導の充実が図られた。 
【保護観察所における取組】 
 保護司の安定的確保に関する基本的指針等を踏まえ，今後様々な業界団体等に保護司適任者確保
について理解と協力を求めていく必要がある。 
 また，保護司，ＢＢＳ会員などの更生保護ボランティア及び保護観察官に対する研修については，
少年補導や非行少年の問題が多岐に渡るため，引き続き必要とされる知識，指導力の中身について
精査していく必要がある。 
【人権擁護機関における取組】 

いずれの取組についても，適切に実施されており，一定の成果を収めている。 
（令和元年度人権擁護委員指導者養成研修参加者：75 名） 

【矯正施設における取組】 
 少年鑑別所においては，各種研修を継続し，引き続き専門性の向上を図っていく。 
 少年院においては，専門性の向上のための各種研修を継続するとともに，被虐待経験を有する在
院者に対する処遇の充実に向けた研修を取り入れるなど，在院者の処遇上のニーズに対応できる職
員の育成に努める。 
【保護観察所における取組】 
 保護司は減少傾向にあるため，保護司の安定的確保に関する基本的指針や地域事情等を踏まえ，
今後様々な業界団体に保護司適任者確保について理解と協力を求めていく。 
 研修については，少年補導や非行少年の問題は多岐に渡るため，引き続き必要とされる知識，指導
力の習得のため，効果的な内容となるよう不断に見直しを行う。 
【人権擁護機関における取組】 

いずれの取組についても，今後継続して取り組むこととしている。 



保護司の安定的確保に関する基本的指針【改訂版】（平成３１年３月）の概要

背
景
・経
緯

適
任
者
の
確
保

保護司の安定的確保のための主な方策

○ 保護司活動の広報啓発

・ 保護司候補者検討協議会の効果的な運用や関係機関等への組織的な協力依頼
・ 保護司適任者に関する人材情報の提供を含めた地方公共団体との協力の推進
・ 保護司活動インターンシップの効果的な運用と実施に対する必要な支援 等

○ 平成２６年３月に法務省保護局と全国保護司連盟が共同し，「保護司の安定的確保に関する基本的指
針」を策定

○ 指針策定を受け，国，保護司組織において各種の取組を推進
○ 一方，指針策定後も保護司の減少傾向や高齢化は改善されず
○ 指針策定後の取組状況を検証し，保護司組織と共同して平成31年3月に指針を改訂

○ 保護司適任者の確保

・ 多様な媒体を活用した積極的かつ戦略的な情報発信 等

保
護
司
の
定
着

○ 経験年数の少ない保護司に対する支援

・ 更生保護サポートセンターの効果的な活用
・ 複数担当制の積極的な活用 等
○ 保護司の個々の事情に応じた適正な活動量及び活動内容等への配慮

・ 就業等様々な事情に応じた活動内容の配慮 等

○ 効果的かつ効率的な保護司活動のための取組

・ 保護司会運営の中心となる保護司や保護観察官の育成 等

○ 保護司の活動意欲の尊重意欲の
尊重 ・ 長く保護司活動に従事した人たち等の活動環境の整備についての検討 等



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目４．子供・若者の成長を支える担い手の養成 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【医療・保健関係専門職】 
〇 特定の地域や診療科での勤務を条件とする「地域枠」を活用した医学部入学定員の増加や地域医療支援センターによる医

師不足病院への医師確保支援、産科医の確保が困難な医療機関に産科医を派遣する際の費用に対する財政支援等を通じて、
小児科医師や産科医師の確保を図っている。 

○ 保健師については、現任教育体制の構築を推進するとともに、円滑な人材育成を実施するための支援策を講じている。 
○ 看護職員の確保については、各都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金を活用した看護師等養成所や院内保育所

の支援による新規養成、定着促進や届出制度などによる都道府県ナースセンターを活用した復職支援などの取組を進めてい

る。 

また、令和元年度は、地域における看護職員確保等の課題について、都道府県ナースセンター、地方自治体、病院団体等

が連携して取り組む「地域に必要な看護職の確保推進事業」に対する支援を行っている。 

 

【児童福祉に関する専門職】 

○ 「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）により、社会福祉主事を児童福祉司として任用する場

合の任用前研修、児童福祉司の任用後研修、児童福祉司スーパーバイザーの任用後研修、要保護児童対策地域協議会調整機

関に配置される専門職の任用後研修が義務化された。また、令和元年に成立した児童福祉法等改正法により児童福祉司スー

パーバイザーの任用について、研修の修了が要件とされた。 

○ 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）（平成 30 年 12 月 18 日 児童虐待防止対策に関する関係府省庁

連絡会議決定）に基づき、児童相談所職員の増員及び研修の拡充などによる専門性の向上を図っている。 

○ 令和元年度予算等においては、以下の事業等を創設、拡充した。 

 ・ 都道府県等が福祉系大学や専門学校、高校等との連絡調整や、学生向けセミナー企画やインターンシップ企画などを行

い、児童福祉司等の専門職の確保をするための非常勤職員配置又は委託に必要な費用の補助を行う児童福祉司等専門職採

用活動支援事業の創設。 

 ・ 児童相談所、市町村、児童福祉施設などの虐待問題等対応職員の研修等を実施する研修センターについて、子どもの虹

情報研修センター（横浜市）に加え、西日本においても研修を実施する拠点を設けることができるよう、虐待・思春期問

題情報研修センター事業の拡充。 

  ※「西日本こども研修センターあかし」（明石市）は令和元年度より研修事業開始。 

・ 都道府県が児童福祉司、児童心理司、市町村子ども家庭支援担当職員等を対象として、新任時研修や現任研修等を企画

し、実施するとともに、各市町村に対し各種研修等への参加を促進する事業の拡充。 

・ 国が主催するブロック単位の研修を開催するとともに、さらなる児童相談所の専門性向上に向けた支援策の検討等を行

うための調査研究を実施。 



 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

【医療・保健関係専門職】 
○平成 30 年の 15～49 歳女性人口 10 万人に対する産婦人科医師数や 15 歳未満小児人口 10 万人に対する小児科医

師数は、それぞれ都道府県間で約２倍の格差があり（平成 30 年医師・歯科医師・薬剤師統計）、診療科偏在ととも
に、地域偏在の解消について、さらなる取組みが必要である。 

○全国における看護職員の就業者数は、これまで増加を続けており、平成 28 年時点で約 166 万人（医政局看護課調

べ）である。 

 

【児童福祉に関する専門職】 

○ 児童福祉司 

 ・目標値（2022 年度）：5,260 名 

・児童福祉司数：3,817 名（平成 31 年４月１日時点、任用予定者含む）← 2,934 名（平成 27 年度時点） 

〇 子どもの虹情報研修センターの事業実績  

・参加者数：1,683 名（平成 30 年度） 

 

【思春期の心理関係専門職】 
○思春期精神保健研修の受講者数（平成 28 年度 267 名、平成 29 年度 288 名、平成 30 年度 303 人） 
○子どもの心の診療ネットワーク事業については、地域の実情に応じて事業が実施されている。 

（平成 28 年度：18 自治体、平成 29 年度：19 自治体、平成 30 年度：19 自治体） 

【思春期の心理関係専門職】 
○「思春期精神保健研修」において、医師、看護師、精神保健福祉士、児童指導員等に対して、児童思春期の心の問

題に対応できる専門家の養成研修を実施している。 
○様々な子どもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、都道府県及び指定都市において、拠点

病院を中核とし、各医療機関や保健福祉関係機関等と連携した支援体制の構築を図る「子どもの心の診療ネットワ

ーク事業」を推進している。 

 



（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【医療・保健関係専門職】 
○ 令和２年度より、各都道府県が策定する産科及び小児科の医師確保計画を基に、医療提供体制の見直しや医師派

遣等を進めることとしている。さらに、厚生労働省が示した都道府県別診療科ごとに将来必要な医師数の見通しを
踏まえ、日本専門医機構が専門医を養成する研修プログラムの採用上限（シーリング）を設定し、地域偏在と診療
科偏在に配慮した募集が行われている。 

○ 保健師の確保については引き続き実施していく。 
○ 本年 11 月に公表された看護職員需給分科会中間とりまとめにおいて、看護職員の総数不足だけでなく、領域別、

地域別偏在についても課題とされた。これらを踏まえ、既存の取組とともに、領域別、地域別偏在についての対応

として、｢地域に必要な看護職の確保推進事業｣の全国展開を推進していく。また、学生が病院以外の訪問看護事業

所や介護保険サービス施設など多様な就業場所を選択できるよう、看護職員の多様なキャリアパスについての周知

に取り組んでいく。 
 
【児童福祉に関する専門職】 
○ 新プランに基づき児童相談所の職員の増員や専門性の向上を図っていく。 
○ 令和元年６月に成立した児童福祉法等改正法に基づき、「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・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関するワーキンググループ」を設置し、子ども家庭福祉に関し
専門的な知識・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の検討を行っている。 

○ なお、令和２年度予算案においては、以下の経費を盛り込んでいる。 
 ・児童相談所の業務や子ども家庭総合支援拠点の立ち上げに知見を有する者をアドバイザーとして自治体に派遣す

る事業の拡充 
 ・児童福祉司等専門職採用活動への支援に係る補助単価の拡充 
 ・児童相談所職員の専門性の更なる向上を図るため、国が主催するブロック単位の研修を開催する事業の拡充 
 
【思春期の心理関係専門職】 
○ 地域における児童思春期の心の問題への対応力を強化するため、研修受講者受け入れを継続していく。 
○ 子どもの心の診療ネットワーク事業については、子どもを取り巻く環境の変化等に伴い、専門的な支援のニーズ

が高まっていることから、引き続き子どもの心の診療体制作りを推進していく。 



１．医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設【医療法】
医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が評価・認定す

る制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設
２．都道府県における医師確保対策の実施体制の強化【医療法】

都道府県においてPDCAサイクルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」の策定、都道府県と

大学、医師会等が必ず連携すること等を目的とした「地域医療対策協議会」の機能強化、効果的な医師の配置調整等の
ための地域医療支援事務の見直し 等

３．医師養成過程を通じた医師確保対策の充実【医師法、医療法】
医師確保計画との整合性の確保の観点から医師養成過程を次のとおり見直し、各過程における医師確保対策を充実
・医学部：都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身入学者枠の設定・拡充の要請権限の創設
・臨床研修：臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の設定権限の国から都道府県への移譲
・専門研修：国から日本専門医機構等に対し、必要な研修機会を確保するよう要請する権限の創設

都道府県の意見を聴いた上で、国から日本専門医機構等に対し、地域医療の観点から必要な措置の実施
を意見する仕組みの創設 等

４．地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応【医療法】
外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化するため、二次医療圏を基本とする区域ごとに外来医療関係者による協

議の場を設け、夜間救急体制の連携構築など地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針と併せて協議・公表
する仕組みの創設

５．その他【医療法等】
・地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事の権限の追加

・健康保険法等について所要の規定の整備 等

医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）の概要

地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関
する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる。

改正の趣旨

2019年４月１日。（ただし、２のうち地域医療対策協議会及び地域医療支援事務に係る事項、３のうち専門研修に係る事項並びに
５の事項は公布日、１の事項及び３のうち臨床研修に係る事項は2020年４月１日から施行。）

施行期日

改正の概要



施行日 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

主要事項のスケジュール

医療提供体制
・地域医療構想
・第７次医療計画

三師調査結果公表

主な改正内容

新たな医師の認定制度の
創設

H32.4.1施行

医師確保計画の策定 H31.4.1施行

地域医療対策協議会の役
割の明確化等

公布日施行

地域医療支援事務の追加 公布日施行

外来医療機能の可視化／
協議会における方針策定

H31.4.1施行

都道府県知事から大学に
対する地域枠／地元枠増
加の要請

H31.4.1施行

都道府県への臨床研修病
院指定権限付与

H32.4.1施行

国から専門医機構等に対
する医師の研修機会確保
に係る要請／国・都道府
県に対する専門研修に係
る事前協議

公布日施行

新規開設等の許可申請に
対する知事権限の追加

公布日施行

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行スケジュール
公布

第７次医療計画

H31.12公表
（H30年調査）

H33.12公表
（H32年調査）

H35.12公表
（H34年調査）

H37.12公表
（H36年調査）

第８次医療計画

H36.4.1（改正法の施行
日から５年後）を目途
に検討を加える

骨太の方針2017に基づく
見直し時期（※）

※経済・財政再生計画改革工程表 2017改定版（抄） 都道府県の体制・権限の在り方について、地域医療構想調整会議の議論の進捗、2014年の法律改正

で新たに設けた権限の行使状況等を勘案した上で、関係審議会等において検討し、結論。検討の結果に基づいて2020年央までに必要な措置を講ずる。

医師確保について協議する場

医師確保計画に基づく医師偏在対策の実施

事務の追加

医師確保計画
策定作業

地域枠／地元枠の要請の開始

要請／事前協議の開始

指標
策定

計画策定作業 計画に基づく取組の実施

新制度に基づく臨床研修病院・募集定員の指定

認定制度の開始

新たな知事権限の運用開始



『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元
出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う 等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の
医師確保計画のみ４年

（医療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定
全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出
三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335位 334位 333位 ３位 ２位 １位

小 大下位33.3％
⇒医師少数区域

上位33.3％
⇒医師多数区域

・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の終
了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指
標を踏まえて算出する。



『医師確保計画』の策定

産科・小児科における医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小を踏まえ、医療圏の見
直し等も含め地域ごとの医師確保の方針を策
定。
・医療圏の見直しや医療圏を越えた連携によっ
てもなお相対的医師少数区域の場合は、医師の
派遣調整により医師を確保する方針とする。 等

医師の確保の方針を踏まえ、偏在対策基準医師数を達成するため
の具体的な施策を策定する。
・産科又は小児科の相対的医師少数区域の勤務環境を改善する。
・周産期医療又は小児医療に係る協議会の意見を踏まえ、地域医療対
策協議会で、相対的医師少数区域内の重点化の対象となった医療機
関へ医師を派遣する調整を行う等

医師の確保の方針 偏在対策基準医師数を踏まえた施策

産科医師・小児科医師の偏在の状況把握

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

（三次医療圏、周産期・小児医療圏ごとに策定）

相対的医師少数区域の設定
全国の周産期・小児医療圏の産科・小児科における医師偏在指標の値を一律に比較し、下位の
一定の割合を相対的医師少数区域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。
※労働環境に鑑みて、産科・小児科医師は相対的に少なくない地域等においても不足している
可能性があることから、相対的多数区域は設定しない。

産科・小児科における医師偏在指標の算出
三次医療圏・周産期・小児医療圏ごとに、産科・小児科に
おける医師の偏在の状況を客観的に示すために、地域ごと
の医療ニーズや､医師の性年齢構成等を踏まえた産科・小
児科における医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要(ニーズ) ・人口構成の違い等
・ 患者の流出入等

・ へき地等の地理的条件
・ 医師の性別・年齢分布

全国の周産期・小児医療圏

医師偏在指標 小 大下位33.3％⇒相対的医師少数区域

背景 ・診療科別の医師偏在については、まずは診療科と疾病・診療行為との対応を明らかにする必要があり、検討のための時間を要する。
・一方、産科・小児科における医師偏在対策の検討は、政策医療の観点からも必要性が高く、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすい。

医師偏在指標で考慮すべき要素

偏在対策基準医師数

計画終了時点の医師偏在指標が、計画開
始時点の「相対的医師少数三次医療圏」、
「相対的医師少数区域」の基準値（下位
○％）に達することとなる医師数を「偏在対
策基準医師数」と設定。

4

（三次医療圏、周産期・小児医療圏ごとに策定）

(施策の具体的例)
①医療提供体制等の見直しのための施策
・医療圏の統合を含む周産期医療圏又は小児医療圏の見直し。
・医療提供体制を効率化するための再編統合を含む集約化・重
点化。
・病診連携の推進や、重点化された医療機関等から居住地に近
い医療機関への外来患者の逆紹介の推進等による医療機関の
機能分化・連携。
・地域の医療機関の情報共有の推進。
・医療機関までのアクセスに時間がかかる地域住民へ受診可能な
医療機関の案内、地域の実情に関する適切な周知等の支援。

②医師の派遣調整
・地域医療対策協議会における、都道府
県と大学、医師会等の連携。
・医療機関の実績や、地域における小児
人口、分娩数と見合った数の医師数とな
るような派遣先の医療機関の選定。
・派遣先の医療機関を医療圏ごとに重点
化。医師派遣の重点化対象医療機関の
医師の時間外労働の短縮のための対策。

④産科・小児科医師の養成数を増やすため
の施策
・医学生に対する必要な情報提供や円滑な情報交換、専攻
医の確保に必要な情報提供、指導体制を含む環境整備、
離職防止。
・小児科医師の中でも確保に留意を要する新生児医療を担
う医師について、小児科専攻医を養成する医療機関において、
新生児科（NICU）研修等の必修化の検討。
・産科・小児科医師におけるキャリア形成プログラムの充実化。

③産科・小児科医師の
勤務環境を改善するための施策
・相対的医師少数区域に勤務する産科・小児
科医師が、研修、リフレッシュ等のために十分
な休暇を取ることができるよう、代診医の確保。
・産科・小児科において比較的多い女性医師
にも対応した勤務環境改善等の支援。
・産科・小児科医師でなくても担うことのできる
業務についての、タスクシェアやタスクシフト。



（１） 地域枠の概要

・県内の特定の地域での診療義務があることから、各都道府県内における二次医療圏間
の地域偏在を調整する機能がある
・特定の診療科での診療義務がある場合、診療科間の偏在を調整する機能がある。
・臨時定員の増員等との組合せにより、都道府県間での偏在を調整する機能がある。

（４）地域枠の要請
医療法及び医師法の一部を改正する法律により、都道府県知事か
ら大学に対する地域枠等の設定・拡充の要請権限が創設された。

（２）地域枠等の必要数
○将来時点の地域枠等の必要数については、2036年時点の医師供給推計（上位
実績ベース）数が需要推計（必要医師数）を下回っている場合について、その差を医
師不足数として、地域枠等の必要数を算出する。
○供給推計（上位実績ベース）が実現するよう、都道府県においては、医師派遣や定
着促進策などの施策を継続して行う必要がある

（３）選抜方式
○地域枠の学生・医師を確実に確保することができるよう、特定の地域における診療義
務のある別枠方式による地域枠を要請することとする（令和2年より）
○地域枠の学生が卒業後、当該地域において不足する一定の診療領域に従事する仕組みにつ
いて、具体的に検討していく

○厚生労働省が提供する都道府県ごとの地域枠等の必要数を踏まえて、地域枠・地
元出身者枠の要請を行うこと。
○地域枠医師は、都道府県内の診療科間・地域間偏在の両方の解消に資するキャリ
ア形成プログラムを適用すること。
○都道府県内の状況に合わせ、地域枠医師が、不足する一定の診療領域に従事する
仕組みについて、具体的に検討していくこと。

都道府県知事

二次医療圏ごとの将来時点にお
ける医師不足数の合計数を満た
すために必要な年間不足養成数
を上限とし地域枠の設定を要請

Ａ大学

将来時点における推計医師数が必要医師数に満たない二次
医療圏を有する都道府県

地域医療対策協議会での協議

・都道府県 ・特定機能病院
・地域医療支援病院 ・公的医療機関
・臨床研修病院 ・民間病院
・診療に関する学識経験者の団体
・大学その他の医療従事者の要請に関する機関
・当該都道府県知事の認定を受けた社会医療法
人
・独立行政法人国立病院機構
・独立行政法人地域医療機能推進機構
・地域の医療関係団体 ・関係市町村
・地域住民を代表する団体

＜構成員＞

地域枠

恒久定員の５割程度の地域枠等を設置しても必要な医師数の確保が不十分である場
合
①都道府県は、地域医療対策協議会の協議を経た上で、地域枠の設置を要件とする
臨時定員の設置等を要請できる
②将来の医師多数都道府県に所在する大学医学部における都道府県をまたいだ地域
枠の創設又は増員を要請することもできる
③地域医療対策協議会の協議等に基づき、恒久定員の５割程度を超える地域枠の設
置を要請することも可能

令和元年度第2回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会・改 資料３

令和元年9月11日



専門医に関する議論

わが国においてはこれまで、医師の専門性に係る評価・認定については、各領域の学会が自律
的に独自の方針で専門医制度を設け、運用してきた。

○ しかし、専門医制度を運用する学会が乱立して認定基準が統一されておらず、専門医の質の
担保に懸念がある。

○ 専門医として有すべき能力について医師と国民との間に捉え方のギャップがあるなど、専門
医制度が国民にとって分かりやすい仕組みになっていないと考えられる。

○ また、臨床に従事する医師の地域偏在・診療科偏在は進んでおり、その是正については近年
の医療をめぐる重要な課題であり、専門医の在り方を検討する際にも、偏在の視点への配慮が
欠かせない。

従来の専門医制度

従来の専門医制度における課題

新たな専門医制度

○ 「専門医の在り方に関する検討会」(平成25年)において、新たな専門医制度については、中立的な第
三者機関（日本専門医機構）を設立し、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行うこ
ととされ、臨床における専門的な診療能力を養成する事を目的とした新専門医制度が平成30年より開
始された。

○新専門医制度においては、地域偏在と診療科偏在について制度内で配慮されるべきとされ、専攻医の
採用数に上限が設けられ、より効果的な偏在是正のため、議論が続けられている。

※平成30年度の医師法改正において、日本専門医機構や学会に対して厚生労働大臣から意見・要請を行える
規定が盛り込まれた。



（2018年度専攻医(1年目)）
• 2018年度専攻医においては、日本専門医機構により、五大都市（東京都、神奈川県、愛知県、大阪
府、福岡県）について、各診療科（外科、産婦人科、病理、臨床検査および総合診療科以外）のシーリ
ング数として過去5年間の採用数の平均が設定された。

（2019年度専攻医（2年目））
• 2019年度専攻医は、引き続き五都府県に2018年度と同様のシーリングを実施。ただし、2018年度専
攻医が東京都に集中したことを受け、東京都のシーリング数を５％削減した。

（2020年度専攻医（3年目））
• 2020年度専攻医募集に向けては、厚生労働省が2018年度に発表した都道府県別診療科必要医師数
および養成数を基に、各都道府県別診療科の必要医師数に達している診療科に対して、一定のシー
リングをかけることを厚労省が日本専門医機構に提案し、日本専門医機構が作成したシーリング案が
5月14日医道審議会医師専門研修部会にて承認された。

• 上記のシーリング案について、都道府県の地域医療対策協議会において検討を行い、厚生労働大臣
に意見を提出し、9月13日に厚生労働大臣から日本専門医機構に、必要な措置の実施を意見・要請し
た。

• それを踏まえ、日本専門医機構はシーリングの最終決定を行い、10月15日より専攻医の募集を開始
した。

（2021年度専攻医（4年目））
• 日本専門医機構がシーリングを検討するための協議体を設置しており、各学会や都道府県からのヒ
ヤリング等を踏まえ検討がなされる予定。

新専門医制度の採用数上限設定（シーリング）



厚生労働省医政局看護課調べ

（人） 看護職員全体：1,660,071人（平成28年）

看護職員就業者数の推移

保健師
62,118人

助産師
39,613人

看護師
1,210,665人

准看護師
347,675人

※ 看護職員とは保健師、助産師、看護師、准看護師の総称
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（１）看護学生の学習環境の整備等による新規養成
・看護学生に学習しやすい環境を提供するため、看護師等養成所の整備や運営に対する補助を実施。
・看護関係資格の取得を目指す社会人経験者が、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専

門実践教育訓練）を受講した場合の給付の実施。

（２）看護職員の復職支援の強化（看護師等人材確保促進法改正 平成２７年１０月１日施行）
・看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し、離職者の把握を徹底。
・都道府県ナースセンターが、離職後も一定のつながりを確保し、ライフサイクル等を踏まえて適切なタイミングで

復職研修等の必要な支援を実施。

（３）勤務環境の改善を通じた定着促進
・看護職員を含めた医療従事者全体の勤務環境を改善するため、医療機関による自主的な勤務環境改善の取組を促進
し、都道府県医療勤務環境改善支援センターが医療機関の取組を支援。（医療法改正 平成２６年１０月１日施行）

・院内保育所の運営・施設整備や仮眠室・カンファレンスルーム等の新設・拡張など、勤務環境改善に対する支援を
実施。

看護職員確保に向けた施策の柱

【新規養成】 【復職支援】 【定着促進】

○ 看護職員の確保策については、｢新規養成｣｢復職支援｣｢定着促進｣を３つの柱として推進。



国
消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基金事業計

画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交
付

地域医療介護総合確保基金

交
付 提

出

交
付 提

出

申
請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備
に関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を

踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施

国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。



○ 看護師等養成所における教育内容の向上を図るための
体制整備

看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任
教員の配置や実習経費など養成所の運営に対する支援を行う。

○ 新人看護職員の質の向上を図るための研修の実施
看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点

から、新人看護職員に対する臨床研修実施のための経費に
対する支援を行う。

○ 看護職員の負担軽減に資する看護補助者の活用も
含めた看護管理者の研修の実施

看護管理者向けに看護補助者の活用も含めた看護サービス
管理能力の向上のための研修を実施するための経費に対する
支援を行う。

○ 看護職員の就労環境改善のための体制整備
短時間正規雇用など多様な勤務形態等の導入や総合相談

窓口の設置、看護業務の効率化や職場風土改善の研修等を
行うための経費に対する支援を行う。

４ .医療従事者等の確保・養成

○ 看護師等養成所の施設・設備整備
看護師等養成所の新築・増改築に係る施設整備や、開設

に伴う初度設備整備、在宅看護自習室の新設に係る備品購
入、修業年限の延長に必要な施設整備に対する支援を行

う。

○ 看護職員の資質の向上を図るための研修の実施
看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等を

開催するための経費に対する支援を行う。

○ 看護職員の定着促進のための宿舎整備
看護職員の離職防止対策の一環として、看護師宿舎の

整備に対する支援を行う。

○ 看護職員の勤務環境改善のための施設整備
病院のナースステーション、仮眠室、処置室、カンファ

レンスルーム等の拡張や新設により看護職員が働きやすい
合理的な病棟づくりとするために必要な施設整備に対する
支援を行う。

○ 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援（院内保育所整備・運営等）
計画的に勤務環境の改善を行う医療機関に対して、医療クラーク・看護補助者の配置などの医療従事者の働き方・休み方

の改善に資する取組、専門アドバイザーによる助言指導、業務省力化・効率化など勤務環境改善に資するICTシステムの
導入、院内保育所の整備・運営などの働きやすさ確保のための環境整備など、改善計画を進める医療機関の取組を支援する。

○ 医療勤務環境改善支援センターの運営
医師・看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目指し、PDCAサイクルを活用して勤務環境改善に向け

た取組を行うための仕組みを活用して勤務環境改善に取り組む各医療機関に対して総合的・専門的な支援を行うために設置
される「医療勤務環境改善支援センター」を都道府県が運営するための経費に対する支援を行う。



都道府県ナースセンターによる看護職員の復職支援を強化するため、看護師等人材確保促進法を改正（平成２７年１０月１日施行）
○看護師等免許保持者による届出制度の創設 － 看護職員が病院等を離職した際などに、連絡先等を都道府県ナースセンターへ届け出る（努力義務）
○ナースセンターの機能強化 － 復職に関する情報提供など「求職者」になる前の段階から総合的な支援、就職あっせんと復職研修の一体的実施などニーズに合ったきめ細やかな

対応
－ 事業運営について地域の医療関係団体が協議、ハローワーク等と密接な連携、支所等の整備による復職支援体制の強化

ナースセンターによる看護職員の復職支援の強化

ニーズに応じた
復職支援

医療機関等に勤務する
看護師等

離職

届出情報に基づき、離職後も一定のつながりを確保し、本
人の意向やライフサイクル等を踏まえて、
積極的にアプローチして支援

【支援の例】
・復職意向の定期的な確認
・医療機関の求人情報の提供
・復職体験談等のメールマガジン
・復職研修の開催案内
・｢看護の日｣等のイベント情報
・その他復職に向けての情報提供 復職

届出データベース
「とどけるん」

助言等 連携
離職中の看護師等

・子育て中
・求職中
・免許取得後、直ちに就業
しない
・定年退職後 など

支援体制
強化

より身近な地域での復
職支援体制を強化（支
所等の整備）

ハローワークや医療勤務
環境改善支援センター
等と密接に連携

都道府県看護協会が
医師会、病院団体等と
ナースセンターの事業運
営について協議

※代行届出も可

離職時の届出

都道府県ナースセンター
※看護師等人材確保促進法に基づき、看護師等への無料の職業紹介等を
実施する、都道府県知事が指定する法人



地域に必要な看護職の確保推進事業 実施スキーム

１）市町村・関係団体等によるワーキンググループを設置
【構成員】

都道府県、都道府県看護協会・ナースセンター、市町村・市町村会、保健所、郡市医師
会、団体（病院・訪問看護・介護施設）、市町村社会福祉協議会、地域内施設の看護管理
者、ハローワーク、医療勤務環境改善支援センター等

２）地域の看護職確保の目標に基づき、課題解決に向けた事業計画を作成・
実施
事業計画には、目標達成に向けて、地域で事業を継続的に取り組めるよう、事業成果を評

価する指標（アウトプット・アウトカム）を設ける。

市町村・関係団体等によるワーキンググループ

２．対象地域の看護職確保の目標に基づく事業計画の
作成・実施

看護職確保の目標･方針を共有
し、事業への協力や助言を得る
【構成員】
県行政※、看護協会、医師会、団体
（病院・訪問看護・介護施設）、看
護管理代表者、労働局等
※看護職確保、医療勤務環境改善支
援センターの担当部署

ナースセンター
事業運営会議

１．都道府県全体の看護職確保の目標・方針と対象地域の決定

２）看護職確保の現状と課題整理および、事業を実施
する地域の決定

県行政・都道府県ナースセンター

評
価

１）都道府県全体の看護職確保の目標・方針の
決定
都道府県の地域医療計画、介護保険事業計画、看護職需給見通
しを踏まえ、都道府県全体の看護職確保対策について目標を設
定し、方針の共有を行う。

３）対象地域の看護職確保の目標と事業案の作成

※ 中央ナースセンター作成資料



ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる
就業支援研修

事業例１．地域偏在により看護職が不足する地域の看護職確保
（熊本県、他）

情
報
収
集

キ
ャ
リ
ア

支
援

セ
カ
ン
ド

キ
ャ
リ
ア

地域の看護職に情報収集

地
域
応
援

ナ
ー
ス

定着に向けたアンケート調査

グループワークの実施

定着に向けた
アクションプランを作成

50歳以降を対象に、社会
保険労務士（キャリアコン
サルタント）により、今後
の人生設計も含め、定年後
も経験を活かして就業する
ためのキャリア支援研修を
実施

定着 確保

地域（復興）
応援ナース

常勤として就業
（UIターン）

県行政、ナースセンター（看護協会）、市町村行政、 郡市医師会 、地域内の病院（看護管理者・人事担当者）、
市町村会、訪問看護ステーション管理者、市社会福祉協議会、ハローワーク、地域保健所

市町村・関係団体等によるワーキンググループ

事業のポイント

• 県行政、看護協会（ナースセンター）と地域の関係者全員がワーキングに参加して取り組むことが事業の推進につながった
• 地域で就業している看護職からの情報収集を基にワーキングで課題や対策を検討したことが、実効性の高い計画立案につながった
• 就業やキャリア支援の対象となる看護職向けの研修に加えて、キャリア支援を担う看護管理者を対象としたカウンセリング技術研修も実施
• 短期間の就業希望者に労働条件や住環境を整えて募集を行うことにより、全国から就業者を募る仕組みができ、常勤の就業にもつなげている

看護管理者を対象とした
カウンセリング技術研修

管理者（看護部長、師長、主
任）を対象に、現場の看護職
のキャリア支援を目的に、
キャリアコンサルタントによ
るカウンセリング技術研修を
実施

1ヶ月～1年程度、地域の
施設で働く看護職を全国
から募集。
・住宅の提供、企業や観
光協会等からの協力によ
り乗用車の貸出し、地元
温泉施設利用券等の提供
等も実施

例） 例） 例）

※ 中央ナースセンター作成資料



事業例２．訪問看護・介護施設の就業促進（千葉県、静岡県、他）

マ
ッ
チ
ン
グ

求職者
■ｾｶﾝﾄﾞｷｬﾘｱを対象とした支援
例）プラチナナース研修会

５0歳以上の退職予定者・退職者を対象に、定
年後のキャリアチェンジの一つとして、訪問
看護事業所管理者と介護施設管理者（再就業
者経験者）からそれぞれの施設での働き方に
関する情報提供を実施

求人施設

■施設訪問による求人開拓と求職者
の働き方の提案
例）地域ごとに担当を決めて施設訪問を実施
・各担当者は、担当地域の情報を熟知した看護職

を配置（地域内病院の看護部長経験者等）
・対象地域の訪問看護ステーション、介護施設を

訪問し、ニーズ把握、求人登録、看護職確保の
ための労働条件等の見直しの提案

■訪問看護・介護施設団体との連携
例）訪問看護事業協会、老人福祉施設協議会

等に取組みへの理解、協力を得る。
・訪問看護の研修先の確保、介護施設へのナース

センターの周知や見学体験ツアーを協働で企画。

• 広く人材を確保するため、セカンドキャリア、離職中、就業中、あらゆる状況の看護職に訪問看護・介護施設の就業に向けた支援を実施
• 施設ごとに担当者を決めて関係構築することにより、求人開拓だけでなく施設のニーズ把握や労働条件の見直しの提案を実施
• 訪問看護・介護施設団体との連携により、取り組みへの理解と協力が得られ、事業の推進につながった
• 地域の施設のニーズから、情報交換や人事交流等ができる看護管理者によるネットワークを構築

事業のポイント

地域内病院等連絡会の設置
例）中小規模病院を中心に退職・キャリアチェンジ希望者を紹介（人事交流等）できる看護管理者によるネットワークを構

築。

■就業中の看護職を対象とした支援
例）キャリアチェンジを希望している就業者

への支援
・施設間の人事交流（出向）等の支援

■離職中の看護職を対象とした支援
例) 訪問看護基礎研修の開催

訪問看護認定看護師による講義と技術研修を
実施、希望者には訪問看護ステーションの見
学体験も実施

・トライアル雇用（研修）
関心のある施設で、就業前に指導者の下、実
地研修（1,2週間程度）を実施。研修中は給付
金（1日5,000円程度）を支給

※ 中央ナースセンター作成資料



事業例３．ｾｶﾝﾄﾞｷｬﾘｱの就業による地域の看護職確保
（静岡県・岡山県・福岡県、他）

求人施設

セカンドキャリア向け就職フェア（例）

例）
・地域内施設にセカンドキャリアの雇用ニーズを調査

調査結果に基づき、雇用を検討している施設を訪問し、セカン
ドキャリアによる看護職確保を実現するための労働条件等の見
直しの提案（セカンドキャリアが希望している労働条件を踏ま
えた求人等）を実施

・施設の定年後の再任用制度や就業支援等に関する情報収集

セカンドキャリア活用セミナーの開催

• 就業中の看護職も含め、50歳代から定年後の将来を見据えたキャリア支援を行うことにより、キャリアチェンジや就業の継続が推進される
• 求人施設へのニーズ調査を踏まえて施設訪問を行い、セカンドキャリアの多様な働き方に対応する労働条件等を施設に提案
• 地域包括ケアの推進に向けた地域の多様な看護職へのニーズ（介護予防や見守り等）を把握し、セカンドキャリアの活躍の場として提案
• セカンドキャリアに特化した就職フェアを企画し、セカンドキャリアと求人施設の対象別に研修を行った後、双方が交流を持つことが、マッチング
の向上につながった

■施設へのセカンドキャリアの雇用促進

例）
・病院訪問し看護管理者や人事担当者に、定年退職予定者に
ナースセンターが退職後の就業を見据えたキャリア支援を
行うことを提案

・院内での協力が得られるよう、師長会等で趣旨を説明

例）
・県看護協会会員を対象に地域で3年以内に定年を向える

看護職の数、退職後の就業の希望等を把握
・施設訪問により定年退職予定者の退職後の就業希望等の

情報収集

■地域のセカンドキャリア対象者の把握

■定年退職予定者の就業中からのキャリア支
援

キャリアコンサルタントによる研修会等の開催

セカンドキャリアの就労に関心のある施設を対象に、補助金等の支
援制度や活用事例等を紹介し、看護職確保策の一つとして、セカン
ドキャリアの雇用を推進するセミナーを開催。

50歳以降の看護職を対象に、キャリアコンサルタントによるグループ
ワークを開催し、60歳以降の働く場所や働き方を見据えて、自身の
キャリアを整理し、就職活動等に向けた準備を支援するセミナーを開
催。

求人施設とセカンドキャリアの情報交換会
セカンドキャリアの雇用を検討している求人施設と求職を検討しているセカンドキャリアとの情報交換を実施

事業のポイント

【求職者向け】 【求人施設向
け】

■地域の多様な看護職へのニーズを把握し、
セカンドキャリアの活躍の場として提案

例）地域の多様な看護職へのニーズ（介護予防や認知症の見守り
等）を把握し、セカンドキャリアに就業だけでなく、ボランティ
ア等も含め多様な活躍の場を提案

求職者 ※ 中央ナースセンター作成資料



シナリオ➀ シナリオ② シナリオ③

超過勤務 10時間以内 10時間以内 0時間

有給休暇 ５日以上 10日以上 20日以上

設定条件

(実人員 単位：人)

平成28年
※１

令和7年（2025）年

都道府県報告値
（係数等処理前） シナリオ➀ シナリオ② シナリオ③

需要推計 1,660,071 1,801,633 1,880,682 1,897,561 2,019,773

病院＋有床診療所

1,346,366

972,849 1,015,301 1,024,413 1,090,390

精神病床関連 132,052 137,904 139,142 148,103

（内訳）精神病床 93,387 97,526 98,401 104,739

精神病床からの基盤
整備 38,664 40,378 40,741 43,364

無床診療所 299,224 312,395 315,199 335,499

訪問看護事業所 46,977 112,558 117,502 118,556 126,192

（内訳）医療保険 26,523 27,691 27,939 29,739

介護保険 47,370 49,433 49,877 53,089

精神病床からの基盤
整備 38,664 40,378 40,741 43,364

介護保険サービス等 149,683 187,413 195,692 197,448 210,165

学校養成所等 117,045 136,201 142,266 143,543 152,788

供給推計 1,746,664 1,746,664
～1,819,466

1,746,664
～1,819,466

1,746,664
～1,819,466

※１ 平成28年は看護職員就業者数（厚生労働省医政局看護課調べ）
※2 精神病床からの基盤整備は精神病床関連と訪問看護事業所の両方に計上している。

看護職員の需給推計結果
（全国単位）

今回、中間とりまとめとして一定のとりまとめを行うのは、看護現場の取
り巻く諸課題に対し現時点で得られている知見に基づいた機動的な取組
を進めていく重要性ゆえである。看護職員確保策の観点からは、これまで
指摘されてきた看護職員の総数不足への対応策だけでなく、看護職員の
領域別、地域別偏在の調整について具体的な対策を検討する必要性が
明らかになった。

今後、都道府県においては、医療計画の見直しの機会等において、地
域包括ケアの推進や働き方改革等、看護職員を取り巻く環境の変化と地
域の実情を踏まえた施策を推進することが期待される。国においても、本
分科会の検討内容を踏まえ、今後制度面や財政面を含め全国的に必要
とされる環境整備に引き続き取り組んでいくことを求める。

今後の方向について

今般の看護職員需給推計の位置づけに係る留意事項について

今般の看護職員需給推計は、骨太の方針に基づき、地域医療構想の
実現を前提とした状態での看護職員の需給の在り方を示す内容であるこ
とから、推計値の取り扱いや今後の各都道府県における確保策の取り進
めについて、以下の点を留意する必要がある。

○ 令和元年時点で、全ての都道府県においてナースセンターにおける
看護職員の求人倍率1.0を下回る県が１つもなく、足下の看護職員不足の
対応は目下、地域を問わない課題であること。

○ 令和７（2025）年における実際の看護職員の需給は、確保策の成果
のみならず、地域医療構想の実現に係る進捗度合いに少なからぬ影響を
受けること。

○ 令和７（2025）年の看護職員需給推計値について、都道府県によって
は看護職員が充足しているようにみえるところもあるが、そのようなところ
においても確保策が不要とはならない。看護職員の地域別、領域別偏在
など検討すべき重要な問題がある。今回の需給推計の結果は、都道府県
がそれぞれ看護職員確保策に係る問題について、丁寧な議論を行ってい
くための素材として活用されることが望まれるものである。

○ 訪問看護事業所の需要推計については、精神障害にも対応し た地
域包括ケアシステムの構築に伴う基盤整備量（利用者数）の目標をもとに
看護職員の需要を推計し、便宜上、訪問看護により対応するものと仮定
したものであること。

医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会 中間とりまとめ（概要版）

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

182万人

約7万人

175万人

実績に基づく就業者数推計

都道府県の供給推計の総数

〇 都道府県による2025年における供給推計は、指数
平滑法による過去実績（３カ年）等（※）と対比すると、
約7万人の差が生じる。

(単位：千人)
看護課調べ



看護職員の多様なキャリアパスの周知

○ 地域包括ケアの推進や地域医療構想の実現に向けては、看護職員の数の確保とともに、活躍する場の多様化に対応すること
が求められている。

○ 看護職員の多くは女性であり、出産・育児等のライフイベントにかかる負担の軽減を含めた環境整備を進めるとともに、ライフ
スタイルに合わせた柔軟な働き方の拡大など、ライフステージに応じて活躍できる環境整備を進めていく必要がある。

○ また、今後、ニーズの増大が見込まれる訪問看護等の在宅医療を支えるサービスや、教育の質の確保等において基盤となる
看護師等養成所などに必要な人材の確保が課題となっている。

背景・課題

○ 看護職員や看護学生に向けて、多様な働き方を周知することにより、看護職員自身に働き方の選択肢は多岐にわたることを認識してもら
い、自身のライフサイクルやライフスタイルに合わせて柔軟に選択し、キャリアの継続や新たなキャリア形成につなげていく。

○ 訪問看護等の在宅医療を支えるサービスや看護師等養成所を含め、様々な看護職員の働き場所を紹介し、魅力を伝えることで将来的な
人員の確保につなげていく。

対 応

本サイトは、これから看護職を目指そうとする方、または既に保健師・助産師・看護師・准看

護師のいずれかの資格をお持ちの方を対象にした、多様なキャリアと働き方を提案するサイト
です。看護職として働くことでHappyな生活につながっている方のエピソードを掲載しています。
看護職の資格を持つと、様々な場所で活躍することができ、働き方も選択することができま
す。看護職は、専門性を高め、熟練度をあげていくことでやりがいも高まる仕事です。
さぁ！あなたがこれまでキャリアとして考えていなかった、働く場所、働き方をこのサイトを活
用して探してみてください。

※サイトは、こちらのページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/nurse/index.html

働く場所
・訪問看護ステーション/ 看護小規模多機能型
・介護老人保健施設（老健）/老人福祉施設（特養）
・居宅介護支援事業所/通所介護事業所
・看護師等養成所
・保健所/市町村
・助産所
・病院/診療所 等

ライフイベント
・免許を取得したら
・妊娠・出産したら
・介護する立場になったら
・プラチナナース（定年退職前後）として働くって？
・ブランクを経て働くって？
・体調を崩したら

平成29年度「看護職員の多様なキャリアパス周知事業」により、新たなキャリアと働き方を提案する「看護職のキャリアと働き方
支援サイト」を作成し、これから看護を目指そうとする方や、既に保健師・助産師・看護師・准看護師の資格をお持ちの方に、多様
なキャリアと働き方を周知。



看護職の多様なキャリアと働き方応援サイト「ナースストリート」

○ 中央ナースセンター事業の一環として、看護職としてのキャリアを活かし繋げていくため、ライフサイクルやライフスタイ
ルに合わせた働き方・働く場所を紹介しているサイトである。

○ 新しく看護職のキャリアをスタートさせた方、妊娠・出産を迎えた方、育児・介護との両立を図る方、積み重ねた看護職の
キャリアを活かして働く方、ブランクを経て働く方、治療を受けながら働く方等の様々な働き方・働く場所を掲載している。

概 要

※サイトは、こちらのページに掲載されています。
https://nurse-st.jp/



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）の概要

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一連の対策の更なる強化等を図る
ため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の
強化、里親委託の推進等の所要の措置を講ずる。

１．児童福祉法の理念の明確化等
（1）児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有することを明確化する。
（2）国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。
（3）国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。
（4）親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。
２．児童虐待の発生予防
（1）市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとする。
（2）支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。
（3）国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべきことを明確化する。
３．児童虐待発生時の迅速・的確な対応
（1）市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。
（2）市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。
（3）政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。
（4）都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、

弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
（5）児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。
４．被虐待児童への自立支援
（1）親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確化する。
（2）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を位置付ける。
（3）養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児童相談所）の業務として、養子縁組に関する相談・支援を位置付ける。
（4）自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。
（検討規定等）

○施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討する。
○施行後２年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を検討する。
○施行後５年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。

改正の概要

平成29年４月１日（１、２（3）については公布日、２（2）、３（4) (5）、４（1）については平成28年10月１日）
施行期日

（平成28年5月27日成立・6月3日公布）



児童福祉司等の義務研修等の実施体制イメージ
○改正児童福祉法では、児童福祉司スーパーバイザーの任用後研修、児童福祉司の任用後研修、社会福祉主事を児童福祉司として任用する場

合の任用前研修、要保護児童対策地域協議会調整機関に配置される専門職の任用後研修が義務化される。
○研修の実施に際しては、子どもの虹情報研修センターと都道府県等が実施する研修体系の整理を行うとともに、現在の研修実施に関する

都道府県等への補助の充実、子どもの虹情報研修センターにおける研修体制の強化を図る。

義務研修の内容

（※）義務研修の内容（カリキュラム、講師要件等）、実施方法等については、子ども家庭福祉人材の専門性確保ＷＧで議論予定。

今後の方向性

子どもの虹情報研修センター

都道府県・指定都市・児童相談所設置市

都
道
府
県
等

市
町
村

①児童福祉司
スーパーバイザー
の任用後研修 ①児童福祉司スーパーバイザーの任用後研修

○都道府県等が実施する②➂④研修の講師を担当する者の研修の実施
②児童福祉司の

任用後研修

③社会福祉主事を
児童福祉司として
任用する場合の
任用前講習

④要保護児童対策
地域協議会調整機関
に配置される専門職
の任用後研修

②児童福祉司の任用後研修

③社会福祉主事を児童福祉司として任用する場合の任用前講習

④要保護児童対策地域協議会調整機関に配置される専門職の任用後研修



児童福祉司等の義務化された研修のカリキュラム等について
（子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループにおいて検討）

改正児童福祉法を踏まえ義務化され、平成２９年４月から実施されている児童福祉司等に対する研修の内容
については、「子ども家庭福祉人材の専門性確保ＷＧ（座長 山縣文治：関西大学教授）」において、児童相
談所等の専門性強化を図るための検討を行い、研修等の到達目標やカリキュラム等を策定し、当該カリキュラ
ム等を基に、研修等の基準等を平成29年厚生労働省告示第130号、同第131号、同第132号、同第134号で定め、
詳細については、「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」（平成
29年３月31日付け雇児発0331第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）において示した。

児童福祉司任用前講習会 児童福祉司任用後研修
児童福祉司

スーパーバイザー研修
要保護児童対策調整機関

専門職研修

到達目標
知識、態度について

８２項目
知識、技術、態度について

１５１項目
知識、技術、態度について

８７項目
知識、技術、態度について

２１９項目

時間数等

30時間（90分×20コマ） 30時間（90分×20コマ） 28.5時間（90分×19コマ） 28.5時間（90分×19コマ）

講義を中心に演習と一体的に
実施

演習を中心に講義と一体的に
実施

演習１５コマ、講義４コマ 講義１３コマ、演習６コマ

研修期間
５日間程度

（修業期間は概ね１月以内）
５日間程度

（修業期間は概ね６月以内）

ＯＪＴをはさんで前期３日程
度、後期３日程度

（修業期間は概ね６月以内）

５日間程度、
または３日程度を２回

（修業期間は概ね６月以内）

実施主体
都道府県、指定都市、児童相談所設置市又は研修を適切に実施すると認められる団体として都道府県等から委託を受けた法人

※スーパーバイザー研修については、平成29年度は試行的実施

講師 講師は各科目を教授するのに適当な者であること

研修の
修了

振り返り（レポート作成等）、修了証の交付、修了の記録（修了者名簿等による管理）



児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）のポイント
（平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定）

「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成30年７月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）
に基づき、児童相談所や市町村の体制及び専門性を計画的に強化するため「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新
プラン）を策定する。

児童相談所の体制強化

市町村の体制強化

人 → 人 ＋ 2,020 人程度

人 → 人※１ ＋ 790 人程度

人※３ → ＋ 110 人程度

人 → 人 ＋ 2,930 人程度

児童福祉司 3,240 5,260

合計 4,690 7,620

児童心理司 1,360 2,150

保健師 100 各児童相談所※２

市町村※ →

市町村※ →要対協調整機関調整担当者 988 －

子ども家庭総合支援拠点 106 －全市町村

全市町村

※２ 2020年度まで

（注）児童相談所数：212箇所（2018年10月時点） 市町村数：1,741箇所（2018年4月時点）

2017年度
実績

2022年度
目標

増員数

※2018年２月実績

※１ 2024年度までに2,500人 ※３ 複数人配置している児童相談所の人数を含めると、140人



委託契約・連携

児童福祉司等専門職採用活動支援事業【新規】

【目的】
・ 児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策（平成30年
７月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）にお
ける緊急に実施する重点対策として「「児童虐待防止対策体
制総合強化プラン」の策定」が盛り込まれ、同年12月に「児
童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議」において「児
童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）が決定さ
れたことに基づき、今後児童福祉司等の専門職を増員する必
要がある。

・ 大規模な増員であることから、新プランの目標達成に向け、
国として都道府県等を支援するとともに取組を強力に進める
ため、都道府県等が福祉系大学や専門学校、高校等との連絡
調整や、学生向けセミナー企画やインターンシップ企画など
を行い、児童福祉司等の専門職を確保するための非常勤職員
の配置又は委託に必要な費用の補助を創設する。

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額】１自治体当たり 4,184千円

【補助率】 国：1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市：1/2

外部委託都道府県等
【業務内容】
都道府県等と協力して、
・学生向けセミナー企画
・インターンシップ企画
・採用サイト企画・制作
・合同説明会ブース企画
・採用予定者に対する研修

など、専門職を確保するための
採用活動等を行う。

【平成31年度予算】169億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）



虐待・思春期問題情報研修センター事業【拡充】

【目的】

・ 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づく児童相談所及び市町村の体制強化に当たって、児童福祉司
等の専門職を確保するとともに、専門職の専門性強化を図る必要がある。

・ このため、子どもの虹情報研修センター（横浜市）に加え、西日本地域においても研修を実施する拠点を設け
ることができるよう、虐待・思春期問題情報研修センター事業を拡充する。

【実施主体】横浜市、明石市

【補助基準額】 186,228千円（横浜市）、72,944千円（明石市）（創設）

【補助率】定額（国：10/10相当）

概要

【2019年度予算】169億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

（参考）子どもの虹情報研修センター（神奈川県横浜市戸塚区汲沢町983番地）

○運営主体
横浜市が所管する社会福祉法人横浜博萌会

○事業内容
・インターネット等を利用した児童虐待及び非行等の思春期問題に関する情報の収集・提供
・児童相談所などの専門機関から虐待問題等に関する専門的な相談
・児童虐待対応機関職員の研修の実施
・児童福祉施設での臨床研究と連携した研究
・その他、必要と認められる事業



児童相談所及び市町村職員専門性強化事業【拡充】

【平成31年度予算】 169億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

【目的】

・ 平成28年児童福祉法改正において、市町村は、子どもの最も身近な場所における子ども及び妊産婦の福祉に関する支援
業務を適切に行わなければならないことが明確化された。

・ さらに、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）に基づき、市区町村子ども家庭総合支援拠点の強化等
に取り組むこととしており、市町村においても適切な相談支援等が行えるよう、専門性を有する人材の養成に取り組ま
なければならない。

・ このため、市町村の体制強化を図るとともに、専門性の向上を図ることが必要であることから、「児童相談所及び
市町村職員専門性強化事業」を拡充し、市町村職員に対し、個別のケースに対応する能力を強化するための知識・技能の
向上やノウハウの共有等を行う研修の取組を強化する。

【実施主体】都道府県

【補助基準額】 1,511千円 ※予算上の研修実施回数を４回→12回に増加

【補助率】 国：１／２、都道府県：１／２

・ 都道府県等又は市町村は、児童虐待に関する専門性を更に強化するため、児童福祉司、児童心理司、市町村子ども家庭
支援担当職員等を対象として、新任時研修や現任研修等を企画し、実施するとともに、各種研修等への参加を促進する。

→ 都道府県が市町村職員を対象とする研修の実施回数の増加を図る。

拡充内容

事業概要



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46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 ※下線部は衆議院による修正部分

（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



委 員 名 所 属

相澤 仁 大分大学福祉健康科学部 教授

我妻 元晴 本庄市保健部子育て支援課長

安部 計彦 西南学院大学人間科学部社会福祉学科 教授

江口 晋 大阪府中央子ども家庭センター 所長

奥山 眞紀子 日本子ども虐待防止学会理事長

加藤 雅江 杏林大学医学部付属病院患者支援センター課長

栗延 雅彦 和泉乳児院院長

栗原 直樹 元十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授

小島 健司 埼玉県伊奈町健康福祉統括監

小山 菜生子 児童家庭支援センターかわわ センター長

才村 純 東京通信大学 教授

佐藤 杏
国立成育医療研究センター医療連携・患者支援センター ソーシャルワー

カー

髙橋 誠一郎 社会福祉法人至誠学舎立川児童事業本部 副本部長兼事務局長

津崎 哲郎 ＮＰＯ法人児童虐待防止協会 理事長

西澤 哲 山梨県立大学人間福祉学部・福祉コミュニティ学科 教授

廣中 誠司 山口県健康福祉部こども・子育て応援局こども家庭課長

藤林 武史 福岡市こども総合相談センター 所長

増沢 高 こどもの虹情報研修センター 研究部長

松本 伊智朗 北海道大学大学院教育学研究院 教授

宮島 清 日本社会事業大学専門職大学院 教授

村松 幹子
社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国保育協議会副会長 全国保育士会会長

山縣 文治 関西大学人間健康学部人間健康学科 教授

子ども家庭福祉に関し専門的な知識・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関するワーキンググループについて

令和元年６月19日に成立した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）附

則第７条第３項において、政府は、この法律の施行後１年を目途とし

て、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な

知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方そ

の他当該者についての必要な資質の向上を図るための方策について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとさ

れている。

これを受け、子ども家庭福祉に関し専門的な知識・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の検

討を行うため、「社会的養育専門委員会」の下にワーキンググループ

を設置する。

主な検討事項

（敬称略、五十音順）

委員

◎座長 ○座長代理

スケジュール

子ども家庭福祉に関し専門的な知識・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

○

◎

令和元年 ９月中旬 議論開始

令和２年 夏目処 中間的な整理

令和２年 12月 ワーキンググループの議論の整理

その後、社会的養育専門委員会へ報告

設置の趣旨



「児童虐待防止対策の抜本的強化」を踏まえた児童虐待防止対策の総合的・抜本的強化策を迅速かつ協力に推進する。

子どもの権利擁護

子どもの権利擁護を推進する観点から、電話やハガキによる相
談、第三者の訪問による聴取等の方法により、児童相談所が関与
した子どもの意見表明を受け止める体制の構築を図るための実証
モデル事業を実施

子どもの権利擁護に係る実証モデル事業

国民全体で「しつけのための体罰」を行わない子育てを推進す
るため、ポスターやインターネットなど、様々な広告媒体を活用
した広報啓発を実施

体罰禁止及び体罰によらない子育て等の推進【新規】

児童虐待の発生予防・早期発見

未就園児等を対象として家庭を訪問する取組について、育児不
安のある家庭等に対して継続的に訪問するための補助を拡充

未就園児等全戸訪問事業【拡充】
支援が必要であるにも関わらず、行政機関や地域の支援につな

がっていない家庭など、継続的な関わりが必要な家庭に対し、家
庭訪問等を通じて、育児用品の配布を行うなど保護者が支援を受
け入れやすくなる取組を支援する事業を新規計上

子育て支援訪問事業（仮称）【新規】

①夜間・休日を問わず、児童相談所が対応する通告・相談に対
して、随時直接応じられる体制を整備するための補助を拡充（24
時間・365日体制強化事業）。
②相談者の更なる利便性の向上を図るため、ＳＮＳ等を活用した
相談窓口の開設・運用を推進（ＳＮＳ等相談事業）

児童相談所体制整備事業【拡充】

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育
て世代包括支援センターの全国展開に向け、その設置促進を図
る。また、地域における柔軟な実施を推進するため、市町村同士
での共同実施を推進するための経費を補助

子育て世代包括支援センターの全国展開【拡充】

退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して
子育てができる支援体制を確保する観点から、産婦健康診査事等
を推進するほか、母子保健法の改正により法的に位置付けられた
産後ケア事業の更なる充実を図るため、市町村同士での共同実施
を推進するための経費の補助や、産後ケア事業を実施する施設の
補助を創設

産婦健康診査事業・産後ケア事業【拡充】

子どもの死因究明（Child Death Review）について、制度化に
向け、モデル事業として関係機関による連絡調整、子どもの死因
究明に係るデータ収集及び整理、有識者等による検証並びに検証
結果を踏まえた政策提言を行うための費用の支援を新規計上

子どもの死因究明にかかる体制整備【新規】

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た
若年妊婦等に対してNPOがSNSを活用した相談支援等や、アウト
リーチによる相談支援や緊急一時的な避難場所の宿泊支援を行う
ための経費の補助を新規計上

若年妊婦等への支援・女性健康支援センター事業【新規・拡充】
児童相談所全国共通ダイヤルの運用にあたって必要となる設備

の保守等に係る経費を負担

児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）運用経費

令和２年度予算案における児童虐待防止対策の抜本的強化関連予算（ポイント）



児童虐待発生時の迅速・的確な対応

児童相談所職員の専門性の更なる向上を図るため、国が主催す
るブロック単位の研修を開催する事業を拡充（子ども・子育て支
援推進調査研究事業）

国が実施する研修【拡充】

常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、
弁護士の配置等に係る費用の補助を拡充

法的対応機能強化事業【拡充】

児童福祉司等の増員を図るとともに、弁護士や医師等の配置を
促進するための採用活動に係る補助を拡充

児童福祉司等専門職採用活動支援事業【拡充】

小児科医、精神科医、法医学者など、事案に即した専門性を有
する医療関係者との連携体制の強化を図るため、自治体が行う医
療機関従事者向けの研修に係る補助を拡充

児童虐待防止対策研修事業（医療機関従事者研修）【拡充】

児童相談所では対応しきれない医学的判断・治療が必要となる
ケースに迅速かつ適切に対応するため、地域の医療機関と連携し
ながら対応するだけでなく、児童相談所等において医師を配置す
ることが可能となるよう補助を拡充

医療的機能強化事業【拡充】

精神的・肉体的負担が大きい業務の性質や専門性を有する人材
の確保が求められている児童福祉司等について、処遇改善を図る。
（地方財政措置を拡充）

児童相談所児童福祉司等に係る処遇改善

児童相談所の業務の一部を民間に業務委託する場合の検討・準
備にかかる費用等を補助

官・民連携強化事業

中核市及び特別区等における児童相談所の設置準備に伴い、①
増加する業務に対応するための補助職員の配置に係る補助、②児
童相談所の業務を学ぶ間の代替職員の配置に要する費用について
の補助を拡充、③児童相談所の設置を目指す中核市等へ職員を派
遣する都道府県等に対する代替職員に要する費用の補助を行う。

児童相談所設置促進事業【拡充】

一時保護所の施設整備に係る費用の補助を抜本的に強化

次世代育成支援対策施設整備交付金【拡充】

一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な支援を確保するとと
もに、一時保護中の子どもの通園・通学を促進するため、賃貸物
件を活用して一時保護専用施設を設置する際の改修に要する費用
の補助の拡充及び改修中の賃借料に係る補助を新規計上

賃貸物件による一時保護専用施設改修費支援事業【拡充】

一時保護が、子どもの安全確保のため、個々の子どもの状況に応
じて、適時適切に対応できるよう学習支援やトラブル対応などに関
する補助を拡充するとともに、一時保護所だけでなく、児童相談所
に通訳等を配置した場合も補助対象となるよう補助対象を拡大

一時保護等機能強化事業【拡充】

民生委員・児童委員などへの研修や地域と連携した児童虐待に
関する普及啓発活動の強化、要支援児童の居場所づくりなどを通
じた見守りの活動を強化するための補助を拡充

市区町村子ども家庭総合支援拠点の機能強化【拡充】

ＤＶ被害者等が同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人
相談所において、児童相談所等の関係機関と連携する「児童虐待
防止対応コーディネーター（仮称）」を配置する事業を新規計上

DV対応・児童虐待対応連携強化事業（仮称）【新規】

児童相談所の業務や子ども家庭総合支援拠点の立ち上げに知見を有
する者をアドバイザーとして自治体に派遣する事業を新規計上

虐待・思春期問題情報研修センター【拡充】

一時保護を必要とする子どもを適切な環境において保護し、安
心・安全に、一人ひとりに応じた個別的な対応が出来るよう、職
員体制を抜本的に強化するとともに処遇の改善を図る。

一時保護所における職員体制の強化【拡充】

新プランの２年度目（2020年度）においては、児童福祉司につ
いて約4,700人、児童心理司について約1,790人とすることを計画
している。（地方財政措置を拡充）

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）の推進



児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

婦人相談所一時保護所や婦人保護施設の職員配置を促し、心理的ケアの体
制強化を図るため、加算要件を緩和(※)
※心理的ケアを必要とする者が年度当初に10名以上→常時1名以上に緩和

心理療法担当職員雇上費加算の要件緩和【拡充】

社会的養育の充実・強化

里親養育支援体制の更なる充実を図るため、フォスタリング機
関における24時間の相談体制及び緊急時に里親家庭へかけつけら
れる緊急対応体制を整備

里親委託前の交流期間について、一般生活費や施設等へ訪問す
るための費用の補助を新規計上

里親制度や特別養子縁組制度に関して様々な広告媒体を活用し
た広報啓発をおこない、社会的認知度を高め、その推進を図る

里親養育包括支援（フォスタリング）事業【拡充】

里親への委託前養育等支援事業【新規】

里親制度等広報啓発事業【拡充】

養親候補者の増加や高年齢児への支援に対応するための体制の構築や、
職員の資質向上などにモデル的に取り組む養子縁組民間あっせん機関に対
する支援の拡充を図るとともに、養親希望者手数料の負担軽減を更に充実

児童養護施設等の退所者が意見交換等を行う場所を常設するた
めに必要となる経費の補助を新規計上

養子縁組民間あっせん機関助成事業【拡充】

社会的養護自立支援事業等【拡充】

社会的養護経験者等の孤立化を防ぎ、自立に向けた継続した支援体
制を構築するため、民間団体等において、自治体及び社会的養護経験
者等を対象とした全国大会を開催するための経費の補助を新規計上

社会的養護出身者ネットワーク形成事業【新規】

子どもに関する安全確認を適切に行うことができる体制（児童
相談所への警察ＯＢ配置等）を確保するための補助を拡充

児童の安全確認等のための体制強化事業（都道府県分）【拡充】

児童相談所等職員の保護者指導支援プログラム資格取得支援事
業を新規計上。また、専門医療機関や民間団体と連携した取組が
推進されるよう、補助メニューの見直しを行う。

保護者指導・カウンセリング強化事業【一部・新規拡充 】

児童養護施設等の小規模かつ地域分散化を推進する際、既存の
建物を賃借して活用できるよう、改修期間中の賃借料や原状復帰
の際に必要となる費用の補助を新規計上

児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業【拡充】

心理療法担当職員雇上費加算の要件緩和【拡充】

児童虐待に関する全国統一の情報共有システムの開発・整備を
進め、児童相談所・市町村における情報共有や、転居ケース等に
おける対応を効率的・効果的に行う。

児童虐待に関する情報共有システムの構築【拡充】

ＤＶ被害者等が同伴する子どもが、一時保護委託先や婦人保護
施設から小・中学校等に安全・安心に通学するために、生活支援
員による通学への同行に必要な旅費等の補助を新規計上

同伴児童への通学支援【新規】

婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設に入所したＤＶ被害者等
が同伴する子どもについて、適切に教育を受ける体制を充実するた
め、学習指導員の配置や、教材等の整備に必要な補助を新規計上

同伴児童への学習支援【新規】

手当額に庁費相当分を上乗せするとともに、複数人の子どもを
養育する場合の２人目以降の手当額を拡充

里親手当【拡充】

地域小規模児童養護施設及び定員６名の分園型小規模グループ
ケアの養育体制の充実を図るため、職員を加配した場合の費用を
支弁（子ども：職員＝６：４から最大６：６に拡充）

小規模かつ地域分散化【拡充】

児童養護施設等に、進学・就職等の自立支援や退所後のアフターケ
アを担う職員を配置し、退所前後の自立に向けた支援の充実を図る

自立支援担当職員の配置【新規】
一時的に子どもを預かる支援（レスパイトケア）について、２

歳未満の子どもを預かった場合の補助単価を拡充等

里親家庭に対する一時的に子どもを預かる支援の利用促進【拡充】



概要

市町村・児童相談所へのアドバイザーの派遣について
（虐待・思春期問題情報研修センター事業【拡充】）

【目的】
・ 児童相談所及び市町村において、児童虐待の対応に当たる職員の専門性の向上を図るため、①児童相談所における
ケースワークの実務に精通した者や、②市町村における子ども家庭総合支援拠点の立ち上げに知見を有する者を、
アドバイザーとして、各自治体に派遣する事業を予算化し、「西日本こども研修センターあかし」が自治体への
アドバイザー派遣に関する事務を担うことができるよう、事業を拡充する。

【実施主体】 西日本こども研修センターあかし（明石市）

【補助基準額（案）】 119,149千円（拡充） （※）研修事業を含めた西日本こども研修センターあかしへの補助基準額（上限額）

【補助率】定額（国：10/10相当）

西日本こども研修センターあかし

（明石市）
アドバイザー

（有識者、自治体関係者）

都道府県等
（児童相談所）

市町村
（子ども家庭総合支援拠点の開設

を目指す自治体等）

① 派遣依頼
② 派遣に関する連絡調整等

③ 派遣（自治体への助言等の実施）

【令和２年度予算案】 183億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）



児童福祉司等専門職採用活動支援事業【拡充】

○ ３月の関係閣僚会議で決定した「児童虐待防止対策の抜本的強化について」において、弁護士に係る体制整備に必要な財政支援等
の拡充、児童福祉司、児童心理司、保健師等について計画的に人材確保のため、採用活動に関する支援の拡充を図ることとしている。

児童虐待防止対策の抜本的強化について（平成31年3月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）（抜粋）
３ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
（１）児童相談所の体制強化

② 児童相談所において常時弁護士による指導又は助言の下で対応するための体制整備
・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。
・併せて、関係団体の協力も得た採用活動や研修の充実、弁護士に係る体制整備に必要な財政支援等の拡充を図る。その際、より速やかに体

制整備が図られるような支援を行う。
⑥ 新プランに基づく児童福祉司の2000人増等に向けた支援の拡充
・新プランに基づき、児童福祉司、児童心理司、保健師等について、計画的に人材確保が進むよう、採用活動に関する支援や関係団体への働

きかけ等、必要な支援の更なる拡充を図る。

○ また、第198回通常国会で成立した「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）」においても、「法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で、適切か
つ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする」としており、弁護士配置を促進する
必要がある。

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
児童福祉法第12条 略

④ 都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門
的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における
弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。

概要 【令和２年度予算案】183億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

・ ３月の関係閣僚会議で決定した「児童虐待防止対策の抜本的強化について」及び第198回通常国会で成立した「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）」を踏まえ、今後更なる弁護士の配置又は準ずる措
置を促進及び更なる体制確保のため、児童福祉司以外の専門職の採用活動を行う場合の加算を創設する。なお、加算については、２
年間限定で行う。

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額（案）】１自治体当たり 4,182千円 → 4,182千円（児童福祉司の採用活動分）
＋3,528千円（児童福祉司以外の専門職採用活動分）

【補助率】 国：1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市：1/2

拡充内容



思春期精神保健研修

l 児童・思春期においては、20歳未満の精神疾患患者数が増加傾向にあるのに対し、児
童・思春期に関する精神疾患を専門的な見地から診療することができている医療従事者
が不足している状況にあるため、児童・思春期に係る精神医療の体制を早急に確保する
必要がある。

l これらの問題に適切な対応が出来るよう精神医療及び精神保健福祉業務に従事している
者に対し、専門的な養成研修を実施することが必要となっている。

概要

・児童・思春期精神保健の網羅的な系統講義、グループディスカッション等の実践的研修
・「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」についての全般的研修

研修内容

対象 医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、社会福祉士、児童指導員等

令和元年度予算 14,107千円の内数
令和２年度予算案 14,258千円の内数

こころの健康づくり対策事業



一般病院 一般診療所

都道府県等拠点病院

子どもの心の診療ネットワーク事業

保健所

市町村保健センター

発達障害者支援センター

療育施設

福祉施設

学校等教育機関

司法機関 など

心の問題を持つ子どもと家族

児童相談所

○ 様々な子どもの心の問題、被虐待児や発達障害の症例に対する医学的支援（関係機関への専門家の派遣）
○ 医師、関係専門職の実地研修等、 子どもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成
○ 医療機関職員、保健福祉機関職員に対する講習会
○ 子どもの心の診療等に関する普及啓発・情報提供

※平成３０年度の実施都道府県等 １９自治体
岩手県、東京都、石川県、山梨県、
長野県、静岡県、三重県、大阪府、
兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、
香川県、福岡県、佐賀県、熊本県、
大分県、沖縄県、札幌市

「母子保健医療対策総合支援事業」のメニューとして実施

相談

支援

相談

相談

支援

支援

地域の諸機関
地域の医療機関

連
携

連
携

連携

予算額：令和元年度予算 117百万円 実施主体：都道府県・指定都市 補助率：国１／２・都道府県等１／２
令和元年度基準額：1都道府県市1,392千円（月額）

※平成２３年度から実施（平成２０～２２年度はモデル事業として
（子どもの心の診療拠点病院機構推進事業）を実施）



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目： ４ 子供・若者の成長を支える担い手の養成 

（１）地域における多様な担い手の養成 
  （２）専門性の高い人材の養成・確保 

府省名： 警察庁        
 
（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 
 
 
 
 
 

 

 

○少年補導職員は平成 31 年４月１日現在、全国に約 920 人が配置されている。少年の
特性についての深い知識と少年の取扱いについての技術を有する少年警察の専門家
として、少年補導職員がその能力を十分に発揮することができるよう、転用の抑制や
教養の実施、適任者の任用について要領を定める等、適切な運用に努めている。 

 
○少年警察ボランティアは、31 年４月現在、全国で約５万７千人を委嘱しており、警察

職員と協力して街頭補導活動、立ち直り支援活動その他少年の健全育成のための活動
を推進している。また、31 年３月現在、大学生を中心とした少年警察学生ボランティ
ア約６千人が全国で活動している。学生ボランティアのさらなる裾野拡大・活性化を
図るため、募集活動、活動状況の積極的な広報、効果的な活動に必要な知識・技能の
習得等を図るための研修の実施等に努めている。 

○少年補導職員に対する各種研修を通じた資質向上・専門家の育成を適切に推進してい
る。 

 
○各種研修の開催や（公社）全国少年警察ボランティア協会との連名による活動の表彰

等により、ボランティア活動の活性化を適切に図っている。 

○少年補導職員については、時代に応じて変化する少年の問題に的確に対応できるよう
研修の充実を図っていくとともに、少年補導職員に期待される能力が十分に発揮でき
るよう引き続き適切な運用に努める。 

 
○少年警察ボランティアの活性化に向けて、委嘱数の増加や若年化、多様化を図るとと

もに、大学生ボランティアの裾野拡大を引き続き推進していく。 



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：４．子供・若者の成長を支える担い手の養成 

（１）地域における多様な担い手の養成 
  （２）専門性の高い人材の養成・確保 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

○独立行政法人国立青少年教育振興機構をはじめとする青少年教育施設は、青少年関係
団体の指導者などを対象とした自然体験活動指導者養成や体験活動安全管理講習な
どの研修を行っている。 

○平成 29 年の教育職員免許法施行規則の改正により、新たな教育課題に対応するため
の内容の充実を図った。また、教職課程コアカリキュラムを作成し、「障害はないが特
別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難とその対応を
理解する」こと等を教職課程で共通的に取得すべき資質能力として示した。 

○自然体験活動指導者の数、研修の実績数 
独立行政法人国立青少年教育振興機構では、平成 28 年度～平成 30 年度までに 94 回
（H28：26 回、H29：33 回、H30：35 回）実施し、1,922 名（H28：485 名、H29；668
名、H30：769 名）養成した。 

○教職課程を置く全ての大学において、改正法令及び教職課程コアカリキュラムに対応
した指導体制が確保されていることを中央教育審議会の審査に基づき、文部科学大臣
が認定を行い、平成 31 年４月１日から新しい教職課程が始まっている。（1,283 大学
等 19,416 課程） 

 

○引き続き、子供や若者の体験活動を育む体験活動指導者や自然解説指導者の養成・研
修を推進する。 

○教員の資質能力の総合的な向上方策の検討を行い、養成、採用、研修の各段階を通じ
た体系的な施策を充実させ、使命感、得意分野、個性を持ち、現場の課題に適切に対
応できる力量のある職員を確保する。 



○養成者数（直近3年間）

○養成機関

○概要 青少年の体験活動推進を図る一環として、NPO法人自然体験活動
推進協議会と独立行政法人国立青少年教育振興機構とが協働で検討
し、自然体験活動に関する指導者認定制度を創設。

自然体験活動指導者養成事業（Nature Experience Activity Leader：NEAL）

●独立行政法人国立青少年教育振興機構
●NPO法人自然体験活動推進協議会加盟団体
●大学 など

○事業の実施
平成28年度から本格実施

※リーダー（平成26年度～）、
インストラクター（平成27年度）はそれぞれ先行して実施

資格名
リーダー インストラクター コーディネーター

概論Ⅰ 演習Ⅰ 概論Ⅱ 演習Ⅱ 概論Ⅲ 演習Ⅲ

科 目
「ガイダンス」「青少年教育における体験活動」
「学校教育における体験活動」「自然体験活動の特質」「対象者理解」
「自然体験活動の指導」「自然体験活動の技術」
「自然体験活動の安全管理」「自然体験活動の企画・運営」「認定試験」

総 計 18時間
18時間 22.5時間 27時間 27時間 22.5時間

67.5時間 49.5時間

○カリキュラム

資格名／年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

リーダー 2,246名(157事業) 2,016名(151事業) 1,880名(133事業)

インストラクター 38名(８事業) 49名(17事業) 66名(15事業)

コーディネーター ８名( ３事業) 13名( ３事業) ７名( ３事業)

資格名 役 割
リーダー 自然体験活動の支援や指導ができる。

インストラクター
プログラムの企画・実施者となる。
リーダーを指導する。

コーディネーター
事業の企画・実施の総括責任者となる。
リーダーとインストラクターを指導する。

（NPO法人自然体験活動推進協議会：CONE）

○指導者の種類と役割

○実施体制・実施の主な流れ

受講者（養成者）養成機関

自然体験活動部会（本事業を実施）
（事務局：NPO法人自然体験活動推進協議会）

報告

受講・合格

各種申請

全国体験活動指導者認定委員会
（事務局：独立行政法人国立青少年教育振興機構）

認定認定



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：４．子供・若者の成長を支える担い手の養成 

（１）地域における多様な担い手の養成 
府省名：環境省    

 
（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 
 
 

 

国民や民間団体による環境保全活動や環境教育等の取組を促進するため、環境教育等
促進法において、人材認定等事業登録制度、環境教育等支援団体指定制度、体験の機会
の場認定制度が規定されていることから、その運用を行っている。 

それぞれの制度の登録、認定数及び利用者数は以下のとおり。 
○人材認定等事業登録制度 
   民間における環境人材の円滑な活用等を目的として、環境保全に関する知識や指導

に係る能力を有する者等の研修や認定等を行う民間事業者等の事業を、申請に基づ
き、国が登録する制度。 

登録事業数：49 事業（令和元年 11 月現在）  
認定・育成者数：約 6,400 人（平成 30 年度） 

○環境教育等支援団体指定制 
環境教育プログラムの提供や指導者のあっせん等を行う非営利団体を、申請に基づ

き、国が指定する制度。 
   指定団体数：５（令和元年 11 月現在） 
   プログラムの参加者数：約 12 万人（平成 30 年度） 
○体験の機会の場認定制度 
   民間の土地又は建物の所有者等が提供する体験の機会の場について、申請に基づ

き、都道府県知事等が認定する制度。 
   認定数：17（令和元年 11 月現在） 
   利用者数：約 27,000 人（平成 30 年度） 
 
 

引き続き、適切な運用を図り、制度の認知度向上に努める。体験の機会の場認定促進
を図り、多様な体験活動の機会や場の充実に努める。 
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