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2019年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業 

調査研究課題（二次公募） 

 

調査研究 

課題番号 
調査研究課題名 

１ 保育所等における事故防止対策の実施状況等に関する調査研究 

２ 
放課後児童クラブにおける育成支援の実態と保護者ニーズに関する調査

研究 

３ 児童虐待対応における法医学との連携強化に関する研究 

４ ヤングケアラーへの早期対応に関する研究 

５ 母子健康手帳の多言語化および効果的な支援方法に関する調査研究 

６ 出生前検査に関する実態調査研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

調査研究課題個票 

調査研究課題１ 保育所等における事故防止対策の実施状況等に関する調査研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

保育所、認定こども園、地域型保育事業及び認可外保育施設（以下「保育所等」

という。）等における重大事故の発生件数は 1,242 件、うち死亡事故は８件（平

成 29年中の報告件数）となっている。 

保育所等においては、各種法令・指針等に基づき、保育事故や災害等に備えた

点検、事故防止のための研修や訓練を実施することとしている。 

しかし、重大事故防止対策や消防訓練等を行っていない事例があるとの指摘も

あることから、更なる事故防止対策の徹底を図る必要がある。 

想定される事業の

手法・内容 

（１）保育施設等における重大事故防止対策の事例収集 

   重大事故の発生を防止するために行う①睡眠中の呼吸等点検、②プー

ル・水遊び中の指導役と監視役の分別配置、③誤えん事故防止に係る食材

点検、④日常保育中の施設内点検、⑤アレルギー児の把握及び誤食防止措

置、といった重大事故が発生しやすい場面で必要とされる各種対策につい

て、保育所等におけるその実施状況の把握・分析を行い、認可外保育施設

等において実施可能な好事例（※）を収集する。 

  （※）小規模な施設でも適切な対策を行っている事例、点検表を用いて確

実に各種点検を実施している事例等 

（２）重大事故への発展を防止するため、救急救命講習の受講及び各種法令に

基づき定期的な実施が規定された消防訓練について、保育所等におけるそ

の実施状況の把握・分析を行い、認可外保育施設等において実施可能な好

事例（※）を収集する。 

  （※）小規模な施設でも適切に実施している事例等 

（３）巡回支援指導員の配置状況等に関する調査 

   各都道府県等における巡回支援指導員の配置状況（人数、雇用形態）、実

施方法（１人あたりの年間巡回回数、巡回体制）、今後の配置予定等につ

いて調査・分析を行う。 

※ 都道府県等に調査票を送付し実施。（指導監督権限を市区町村に権限委譲し

ている場合は、都道府県を通じて市区町村に調査票を送付・回収する。） 

※ 認可外保育施設等において実施可能な好事例の収集に当たっては、保育所等

における事故防止の取組や、事故発生時の対応について専門的な知見を有す

る者等に意見を求めること。 

※ 調査研究等を進めるにあたっては、適宜、厚生労働省子ども家庭局総務課少

子化総合対策室と協議すること。 

求める成果物 

① 調査・分析結果、及び(1)・(2)に係る認可外保育施設等において実施可能な

好事例をとりまとめた報告書 

② ①の作成に活用した各種資料等の電子データセット 

担当課室・担当者 総務課少子化総合対策室 指導係（内線４８３８） 

 



2019年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

調査研究課題個票（二次公募） 

調査研究課題２ 放課後児童クラブにおける育成支援の実態と保護者ニーズに関する調査研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

平成 30年９月 14日に公表した「新・放課後子ども総合プラン」（厚生労働省・

文部科学省共同）においては、放課後児童クラブの待機児童解消を目指した量的

整備の目標を示すとともに、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図

る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向

上を図ることを目標として掲げている。 

放課後児童クラブの役割については、放課後児童クラブの設備及び運営に関す

る基準（以下、「基準」という。）及び放課後児童クラブ運営指針（以下、「運営

指針」という。）に示しているところであるが、全国の放課後児童クラブの運営

や活動等の実態は多様である。他方で、利用する子どもの保護者が放課後児童ク

ラブに期待する役割や内容も多様であると考えられる。 

そこで本調査研究では、放課後児童クラブの役割の徹底を図るにあたり、放課

後児童クラブに通う児童の保護者及び当該放課後児童クラブを対象に、放課後児

童クラブの育成支援の内容（活動内容、子どもや保護者への援助・支援の内容等）

について、その実態と保護者のニーズを把握するための調査を行う。 

想定される事業の

手法・内容 

調査対象は、全国の国庫補助を受けている放課後児童クラブとし、方法は、

アンケート調査（抽出調査）とする。対象の選定は、地域や人口規模、条例の

内容、設置運営主体、実施場所、児童数等運営の多様性に配慮して行う。 

 調査内容は、下記の通りとする。 

①保護者対象の調査 

子ども・保護者の状況、子どもの放課後の生活状況、放課後児童クラブに対す

る認識（全体・個別事項の満足度）、放課後児童クラブに対するニーズ（今後の

利用意向、育成支援として求める内容）等 

②放課後児童クラブ対象の調査 

 放課後児童クラブの運営状況、実施状況（主に育成支援の内容）等 

上記①②の調査においては、基準及び運営指針に基づく育成支援の内容の実態

やニーズをとらえる調査とし、基準と運営指針に示す育成支援の内容と実際との

相違を明らかにする。また、育成支援に関する項目は、保護者対象と放課後児童

クラブ対象それぞれの調査において、共通する項目について調査を行い、実態を

多角的に把握・分析する。 

なお、調査研究等を進めるにあたっては、有識者等で構成する研究会を設置

の上、実施すること。また、構成員の人選を含め、本事業の実施については、

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課健全育成推進室と協議すること。 

求める成果物 

１）調査内容・結果をまとめた報告書の作成。調査研究の検討過程も記すこ

と。 

２）調査・分析に用いたデータセット一式（電子データ含む） 

担当課室・担当者 
子育て支援課 健全育成推進室 室長補佐（内線４８４３） 

子育て支援課 健全育成推進室 児童健全育成専門官（内線４８４７） 



2019年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

調査研究課題個票（二次公募） 

調査研究課題３ 児童虐待対応における法医学との連携強化に関する研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

 『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）や、今般の児童福祉法改正の審議において、児

童相談所における医師・保健師の配置の義務化が求められており、医療とのさら

なる連携が求められているところである。 

 特に『児童虐待防止対策の抜本的強化について』のなかでは、「その際、医師

等に係る児童相談所の体制整備と併せて、小児科医、精神科医、法医学者など事

実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」とされてい

る。 

本調査研究においては、特に法医学に注目し、調査研究を行うこととする。 

法医学者は、子どもの受傷状況やデータから、怪我か虐待を識別する専門性を

有しており、児童虐待への対応強化のために、児童虐待対応における法医学的知

見をどのように活用し、法医学者とどのように連携していくのかについて研究す

る必要がある。 

想定される事業の

手法・内容 

 

①既に法医学と連携の実績のある自治体の好事例を収集し、整理すること。 

 

②既に児童虐待対応に実績のある法医学者へのヒアリングを行い、法医学の置

かれている状況や法医学者の専門性について、自治体職員が理解できるよう

にまとめること。 

 

③まだ法医学と連携をしていない自治体が、法医学者にアクセスできるような

情報を整理すること。 

 

なお、調査等の進め方、検討委員会を設置する場合の人選等については、適宜 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室と協議すること。 

 

求める成果物 

上記３点を実施し、報告書を作成し、提出すること。併せて、調査に係る電

子データ一式等についても提出すること。 

※ 報告書については、紙媒体の提出の他、電子媒体（ワードやエクセル等）

も併せて提出すること。 

担当課室・担当者 
家庭福祉課 児童福祉専門官（内線４８６３） 

家庭福祉課 情報支援専門官（内線４８６４） 

 

  



2019年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

調査研究課題個票（二次公募） 

調査研究課題４ ヤングケアラーへの早期対応に関する研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

 平成３０年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において『ヤングケアラー

の実態に関する調査研究』を実施し、報告書を作成した。 

上記報告書において、ヤングケアラーという概念自体が認知されておらず、今

後も啓発や早期発見、早期対応が必要であることが明らかになった。 

 

平成３０年度で提出された課題を踏まえて、引き続きヤングケアラーについて

調査研究を設定した。ヤングケアラーという概念の認知を拡げ、適切に対応して

いくために何が必要かについて、本調査研究において研究を行うこととする。 

 

想定される事業の

手法・内容 

 

① ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちを早期に発見し、適切な支援を行う

ためのアセスメントツールの在り方について研究し、要保護児童対策地域

協議会で活用できるガイドラインを作成すること。その際、検討会を設置

すること等により有識者の見識を十分に踏まえたものにすること。 

 

② ヤングケアラーの概念を広く周知し、適切な支援に繋げるために必要なこ

とを学べるような市町村職員等を対象とした研修をモデル的に実施するこ

と。 

 

なお、調査等の進め方、検討委員会を設置する場合の人選等については、適宜 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室と協議すること。 

 

求める成果物 

 

上記２点をまとめた報告書を作成すること。併せて、調査に係る電子データ

一式等があれば添付して提出すること。 

※ 報告書については、紙媒体の提出の他、電子媒体（ワードやエクセル等）も 

併せて提出すること。 

 

担当課室・担当者 
家庭福祉課 児童福祉専門官（内線４８６３） 

家庭福祉課 情報支援専門官（内線４８６４） 

 

 

  



2019年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

調査研究課題個票（二次公募） 

調査研究課題５ 母子健康手帳の多言語化および効果的な支援方法に関する調査研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

 母子健康手帳は、妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるととも

に、乳幼児の保護者に対する育児に関する指導書であり、市町村は妊娠の届出を

した者に対して母子健康手帳を交付することとなっている。 

現在、厚生労働省では、日本語のみの様式しか定めていないが、平成 30年 12

月 25 日付け外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において「外国人材

の受入れ・共生のための総合的対応策」が了承され，今後在留外国人の増加が予

想されるところである。 

そのため、本調査研究では、外国人の妊産婦が、日本において母子保健情報を

円滑に入手し活用することで安心して出産・子育てができるように、母子保健の

入り口である母子健康手帳を多言語化し、それを活用した効果的な支援方法等の

周知を行う。 

想定される事業の

手法・内容 

１ 母子健康手帳の多言語化 

 現行の母子健康手帳について、在留外国人の 90％に対応できる、以下の 10

言語に翻訳する（※母子保健課長通知で示している任意様式部分については、

令和元年度の改正を反映させて翻訳すること）。 

 また、翻訳の過程においては母子保健分野について知見のある者に、校正を

依頼すること。 

【10言語】 

・英語 ・中国語 ・韓国語 ・スペイン語 ・ポルトガル語 ・ベトナム語 

・インドネシア語 ・タイ語 ・タガログ語 ・ネパール語 

 

２ 外国語版の母子健康手帳を活用した支援方法等の調査 

 現在、民間団体が発行している外国語版の母子健康手帳を配布している自治

体等を対象に、外国人の妊産婦が交付窓口に来た際の対応方法・課題・工夫点

等の実態を調査し、効果的な支援方法等について好事例等をまとめた報告書を

作成する。その際、外国人の妊産婦へ配布している妊娠～子育てに係るリーフ

レット等があれば収集・分析し、取組のポイントをまとめる。 

求める成果物 

○多言語化された母子健康手帳（10言語） 

 提出にあたっては、編集可能な電子媒体で提出すること。 

○外国語版の母子健康手帳を活用した効果的な支援方法等をまとめた報告書 

 報告書提出にあたっては、調査結果集計表の電子媒体も提出すること。 

〇外国人妊産婦へ配布する妊娠～子育てに係る一連の流れや注意点をまとめた

リーフレット（10言語） 

提出にあたっては、編集可能な電子媒体で提出すること。 

担当課室・担当者 
母子保健課 母子保健係  （内線４９７５） 

母子保健課 生殖補助医療係（内線４９８２） 



2019年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

調査研究課題個票（二次公募） 

調査研究課題６ 出生前検査に関する実態調査研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT 検査）については、2013 年 3 月に

日本産科婦人科学会が「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査に関する指

針」を策定し、関連５団体（日本医師会、日本医学会、日本産科婦人科学会、日

本産婦人科医会、日本人類遺伝学会）の連携のもと、指針に基づき検査が実施さ

れてきている。 

今般、厚生労働省として本年秋頃に検討の場を設け、NIPT 検査について必要

な議論を行うこととしている。そのため、検討会等の開催にあたって必要な調査

を行うこととする。 

想定される事業の

手法・内容 

（１）（２）（３）の調査等を実施すること。 

 

（１）出生前検査等の実態調査（集計・分析を含む） 

全国の衛生検査所等に対して実態調査を行う。（月毎の出生前検査受け入れ

数等） 

 

（２）国内における出生前検査受検に関する実態調査 

インターネット検索等を利用し、出生前検査を実施している医療機関の数

等を調査する。また、一般の方への調査や、出生前検査を実施している医療

機関に対する訪問調査を行い、カウンセリングの実施状況や検査費用等、検

査の実態を調査する。 

 

（３）海外における出生前検査に関する実態調査（文献調査） 

海外諸国における出生前検査に係る制度や、出生前検査実施医療機関にお

ける施設要件、人的要件、カウンセリング体制等の実態を調査する。 

 

事業の実施にあたっては、別途厚生労働省において設置される検討会等と連

携しながら調査を進めること。また、適宜厚生労働省子ども家庭局母子保健課

と協議すること。 

求める成果物 

○以下の内容を取りまとめた報告書 

①出生前検査等の実態調査結果（2019年内までに暫定の集計結果を提出の

上、2020年 3月末までに最終的な報告書を作成） 

②国内における出生前検査受検に関する実態調査結果 

③海外における出生前検査に関する実態調査結果 

なお、①集計結果については電子データも提出すること。②③実態調査結果に

ついては母子保健課と日程を調整しながら進めること。 

 

担当課室・担当者 母子保健課 課長補佐（内線４９８３） 


