
全国児童福祉主管課長会議

説明資料２

令和３年３月

子ども家庭局





（説明資料２ 目次）

【家庭福祉課本課関係】
１．社会的養育の充実について

（１）令和２年度第３次補正予算及び令和３年度予算案における社会的養育の

推進関係事業等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

（２）家庭養育の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

（３）施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換の推進

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

（４）被虐待児等への自立支援の充実について ・・・・・・・・・・・・・・ ９

（５）施設運営の質の向上について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

（６）児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策について ・・・ 17

＜家庭福祉課本課・関連資料＞
（資料１）令和２年度第３次補正予算及び令和３年度社会的養育の推進関係

予算案等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

（資料２）里親等委託率関連データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

（資料３ 「里親委託・地域分散化等加速化プラン」の実施方針について・・・・40）

（資料４）里親等委託推進に向けた取組事例 ・・・・・・・・・・・・・・・44

（資料５）子育て短期支援事業における里親の活用について ・・・・・・・・ 48

（資料６）特別養子縁組の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

（資料７）里親制度・特別養子縁組制度の広報啓発について ・・・・・・・・ 85

（資料８）都道府県市別新生児等の新規措置の措置先 ・・・・・・・・・・・ 90

（資料９）社会的養護出身者の自立支援に係る当事者参画について ・・・・・ 92

（資料10）18歳以降の措置延長制度について ・・・・・・・・・・・・・・・ 98

（資料11）民法等の一部を改正する法律（概要） ・・・・・・・・・・・・・ 99

（資料12）全国の子どもシェルター一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・101

（資料13）令和３年度国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所

研修日程（案）等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

（資料14）児童自立支援施設及び児童心理治療施設学校教育実施（導入）状況・ 103

（資料15）社会的養護関連調査結果等について ・・・・・・・・・・・・・・ 105

【虐待防止対策推進室関係】
１．児童虐待防止対策の強化について

（１）令和元年児童福祉法等改正法に基づく検討状況について ･･････････････145

（２）児童相談所の体制強化について ････････････････････････････････････ 147

（３）市町村の体制強化について ････････････････････････････････････････150

（４）その他の児童虐待防止対策の取組について ･･････････････････････････153



＜虐待防止対策推進室・関連資料＞
（資料１）令和元年児童福祉法等改正法に基づく検討状況 ･･････････････････ 159

（資料２）令和３年度児童虐待防止対策及び社会的養育関係予算案等のポイント

･･････････････････････････････････････････････････････････ 164

（資料３ 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン （新プラン）に基づく人材確保の） 」

推進について･･･････････････････････････････････････････････････169

（資料４）児童相談所における児童福祉司の配置状況及び令和３年度の計画について

･･････････････････････････････････････････････････････････ 172

（資料５）令和３年度児童福祉司資格認定通信課程受講案内（社会福祉法人全国社会

福祉協議会中央福祉学院） ･･･････････････････････････････173

（資料６）児童相談所児童虐待対応ダイヤル（189）について ･･･････････････174

（資料７）未成年後見人選任申立書等に関する統一書式案及び参考資料案の主な修正

点等（最高裁判所事務総局） ･･･････････････････････････････176

（資料８）子ども家庭総合支援拠点の設置促進について ･･･････････････230

（資料９）地域における子どもの見守り体制の強化について ･･･････････････231

（資料10）2021年度虐待対応研修一覧（子どもの虹情報研修センター、西日本こども

研修センター、特別区職員研修所）･･････････････････････････････232

（資料11）要保護児童等情報共有システムについて･･･････････････････････････237

（資料12）子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第16次報告）･･238

（資料13）乳幼児健診未受診者等の状況確認等の実施について ･･･････････････240

（資料14）ヤングケアラーの実態に関する調査研究について ･････････････････245

（資料15 「児童虐待防止推進月間」における主な取組、令和３年度子どもの虐待防）

止推進全国フォーラムの開催について ･･･････････････････････････248

（資料16）子ども虐待防止に係るポスターコンテストの実施について ･････････250

（資料17 「児童福祉に携わるひとのための「警察が分かる」ハンドブック」の活用）

について ･･････････････････････････････････････ 251

＜事例発表＞
１．児童相談所におけるＡＩの活用について（三重県） ････････････････････253

【母子家庭等自立支援室関係】
１．ひとり親家庭等への自立支援について

（１）令和２年度第三次補正予算及び令和３年度予算案におけるひとり親家庭等自立

支援関係事業について・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

（２）児童扶養手当について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 272

（３）母子父子寡婦福祉資金貸付金について ・・・・・・・・・・・・・・・ 277

（４）相談・支援体制について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 279

（５）就業支援について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283

（６）子育て・生活支援について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289

（７）養育費の確保及び面会交流について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 292



２．困難な問題を抱える女性への適切な支援の実施について

（１）令和３年度予算案における婦人保護関係事業について ・・・・・・・・ 295

（２）新型コロナウイルス感染症への対応におけるＤＶ被害者等への適切な支援

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 296

（３）婦人相談員の配置促進及び適切な処遇の確保について ・・・・・・・・296

（４）携帯電話等通信機器の使用に関する基本的対応方針について ・・・・・297

（５）婦人保護事業の見直しの検討について ・・・・・・・・・・・・・・・298

（６）関係機関との連携等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298

（７）いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・ ＪＫビジネス」問題等に関する「

対応について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299

（８）婦人保護長期入所施設「かにた婦人の村」について ・・・・・・・・・ 299

＜母子家庭等自立支援室：関連資料＞
（資料１）令和３年度ひとり親家庭等自立支援関係予算案の概要 ・・・・・・ 301

（資料２）児童扶養手当制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 304

（資料３）児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて ・・・・・・ 305

（資料４）平成30年度母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還率について ・・・・ 306

（資料５）母子・父子自立支援員の設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 309

（資料６）ひとり親家庭の就業支援関係の主な事業 ・・・・・・・・・・・・ 311

（資料７）令和２年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」 ・・・・ 312

（資料８）ひとり親家庭の子育て・生活支援関係の主な事業 ・・・・・・・・ 313

（資料９）令和３年度婦人保護事業関係予算案の概要 ・・・・・・・・・・・ 314

（資料10）困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会中間まとめ

・・・・・・・321

（資料11）婦人保護長期入所施設の運営について（平成24年３月30日雇児0330

第９号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） ・・・・・・・ 322

（資料12）令和２年度ＤＶ対策関連事業 都道府県別実施状況 ・・・・・・・ 325

【文部科学省高等教育局学生・留学生課高等教育修学支援室】
高等教育の修学支援新制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・327

【内閣府政策統括官（政策調整担当）子どもの貧困対策担当関係】
子供の貧困対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 345

【母子保健課関係】
１．不妊症・不育症への支援について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・367

２．新型コロナウイルス感染症に対する妊産婦への支援について ・・・・・・・ 368

３．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について

（１）産後ケア事業の全国展開等について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 369



（２）子育て世代包括支援センターの体制強化について ・・・・・・・・・・ 369

（３）産婦健康診査について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 370

（４）産前・産後サポート事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 370

（５）多胎妊産婦等への支援について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 371

（６）予期せぬ妊娠等で悩む若年妊婦等への支援について ・・・・・・・・・ 372

（７）妊婦健康診査について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 372

（８）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について ・・・・・・・ 373

（９）助産施設について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 374

４．出生前遺伝学的検査について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 374

５．成育基本法（略称）について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 375

６ 「健やか親子２１（第２次 」の推進について． ）

（１ 「健やか親子２１（第２次 」について ・・・・・・・・・・・・・・・ 376） ）

（２ 「健やか親子２１」全国大会について ・・・・・・・・・・・・・・・ 377）

（３ 「健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野 」について ・・・・・377） ）

７．新生児聴覚検査について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・377

８.予防のための子どもの死亡検証(Child Death Review)について ・・・・・・・378

９．乳幼児健康診査について

（１）乳幼児健康診査の実施について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 378

（２）乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について ・・・・・・・・・・・ 379

（３）乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引継ぎ

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 379

10．母子保健情報の利活用の推進について

（１）新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて ・・・380

（２）乳幼児健康診査等の結果の把握及び母子保健施策への活用

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 381

11．母子健康手帳の交付等について

（１）母子健康手帳の交付・活用の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ 381

（２）外国人への対応について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 382

（３）乳幼児身体発育調査の実施について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 382

12．妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生活について ・・・・・・・・・・・・・382

13．旧優生保護法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・384



＜母子保健課：関連資料＞
（資料１）不妊に悩む方への特定治療支援事業について ････････････････････ 387

（資料２）不妊症・不育症支援ネットワーク事業等 ････････････････････････388

（資料３）不育症検査費用助成について ･･･････････････････････････・･････390

（資料４）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への

総合的な支援 ････････････････････････････････････････････････391

（資料５）産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策事業 ･･････・･･393

（資料６）産後ケア事業の全国展開 ･･････････････････････････････････････ 394

（資料７ 「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業）

ガイドライン」について ･･････････････････････････････････････ 395

（資料８）子育て世代包括支援センターの体制強化について ････････････････ 396

（資料９）出産や子育てに悩む父親に対する支援について ･･････････････････397

（資料10）多胎妊産婦等への支援の強化について ･･････････････････････････ 398

（資料11）多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 ･･････････････････････････････399

（資料12）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について

（局長通知） ･････････････････････････････････････････････････ 400

（資料13 「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」の指針等）

について ････････････････････････････････････････････････････410

（資料14）母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT検査）の対応

について ･･･････････････････････････････････････････････････ 421

（資料15）母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）の調査等に関する

ワーキンググループ ･･････････････････････････････････････････ 422

（資料16）NIPT等の出生前検査に関する専門委員会･････････････････････････ 424

（資料17）妊婦等への出生前検査に係る相談支援体制の整備 ････････････････425

（資料18）成育基本法の概要 ･･･････････････････････････････････････････ 426

（資料19）成育基本法第19条第１項に基づき政令で定める計画 ･････････････ 427

（資料20）成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する

基本的な方針 ･･････････････････････････････････････････・･･･ 428

（資料21 「健やか親子２１」とは ･･････････････････････････････････････ 429）

（資料22）健やか親子２１（第２次）推進・連携体制イメージ図 ･･･････････ 430

（資料23 「健やか親子２１（第２次 （2015年～2024年）の中間評価） ）」

について ‥‥･･･････････････････････････････････････････････ 431

（資料24）健やか親子２１全国大会について ･････････････････････････････ 432

（資料25 「健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野 」について ･････ 433） ）

（資料26）新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン等 ･･･････ 434

（資料27）乳幼児身体発育調査の実施 ･････････････････・･････････････････ 437

（資料28 （参考）平成22（2010）年乳幼児身体発育調査の概要 ････････････ 438）

（資料29 「授乳・離乳の支援ガイド」普及啓発のリーフレット ‥･･･････････ 439）

（資料30）災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄

及び活用について ･･･････････････････････････････････････････ 440

（資料31）旧優生保護法について ･･･････････････････････････････････････ 446



（資料32）旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の

支給等に関する法律 概要 ･･･････････････････････････････････ 447

（資料33）旧優生保護法一時金請求・相談件数 ･･･････････････････････････ 448

（資料34）旧優生保護法一時金支給の認定件数 ･･･････････････････････････ 449

【雇用環境・均等局雇用機会均等課】
１.不妊治療と仕事の両立支援について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 451

２.母性健康管理措置等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 451

【雇用環境・均等局職業生活両立課関係】
男性の育児休業取得促進等を含む仕事と育児の両立ができる職場環境整備について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 457

【社会・援護局地域福祉課関係】
改正社会福祉法における重層的支援体制整備事業の創設について・・・・・・ 463

【社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室関係】
１．障害児支援の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475

２．発達障害児支援施策の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・478

【参考資料】
１．令和３年度子ども家庭局予算案の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・485

２．令和３年度児童福祉関係主要行事等予定表 ・・・・・・・・・・・・・・491

照会先一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・493


