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3－3「児童福祉法」主な改正           ©2019sakurakosensei  転載禁止 

1997（平成 9）年  

【施行】1998 年 

改正項目 改正内容 

①児童福祉施設の名称変更・ 

統廃合 

・母子寮→母子生活支援施設 

・養護施設→児童養護施設 

・教護院→児童自立支援施設 

・虚弱児施設→名称を廃止して、児童養護施設に統合 

②保育所入所の仕組みの変更 市町村が入所を決定する「措置制度」から、保護者が 

「入所申し込み」する仕組みへと変更された。 

③保育所における相談機能の 

強化 

保育所は、地域の住民に対し、その保育に関し情報提供を行う

とともに、乳幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行うよ

う努めなければならないものとするとした。 

④放課後児童健全育成事業の 

法定化 

（「社会福祉法」における第二種

社会福祉事業としても規定） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない 10 歳未満の児童（制

定当時：のちの改正ですべての小学生が対象となった）に対し、

児童館や学校の空き教室などで遊びや生活の場を提供すること

とした。 

⑤児童自立生活援助事業の 

法定化 

（「社会福祉法」における第二種

社会福祉事業としても規定） 

義務教育終了後の児童であって施設入所等の措置のうち政令で

定めるものを解除されたものなどの自立を図るため、児童自立

生活援助事業を創設した。 

⑥児童家庭支援センターの創設 

（「社会福祉法」における第二種

社会福祉事業としても規定） 

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭、

地域住民などからの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、

保護を要する児童に対する指導及び児童相談所等との連絡調整

等を総合的に行うことを目的として、児童家庭支援センターを

創設し、児童福祉施設のひとつと規定した。 

 

2001（平成 13）年  

【施行】①＝2002 年 ②＝2003年 ③＝2001 年 

改正項目 改正内容 

①認可外保育施設に対する監督

の強化 

（１）認可外保育施設に対する届出制の導入 （２）運営状況の

定期報告の義務付け （３）改善勧告等の法定化 （４）認可外

保育施設に関して事業者や都道府県知事が利用者へ情報を提供。 

②保育士資格の法定化 保育士資格が児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め

られ、併せて守秘義務、登録・試験に関する規定が整備。 

③児童委員活動の活性化 児童委員の職務の明確化、主任児童委員の法定化。 
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2003（平成 15）年  

【施行】2005 年 

改正項目 改正内容 

①市町村における子育て支援事

業の実施 

市町村は、「放課後児童健全育成事業」、「子育て短期支援事業」、

「居宅において児童の養育を支援する事業」、「保育所等において

児童の養育を支援する事業」、「児童の養育に関する保護者からの

相談に応じ、情報の提供及び助言を行う事業」を実施することと

した。 

②児童養護施設等の地域住民 

への養育相談 

児童養護施設等は、地域の住民に対して、児童の養育に関する相

談に応じ、助言を行うよう努めることとした。 

 

2004（平成 16）年  

【施行】 ⑤＝2004 年 ①②④⑥⑦⑧⑨＝2005 年 ③＝2006 年 

改正項目 改正内容 

①児童家庭相談に関する市町村

の第一義的窓口化 

市町村の業務として、児童の福祉に関し、必要な実情の把握及び

情報の提供を行うとともに、家庭その他からの相談に応じ、必要

な調査及び指導を行うこととした。 

②都道府県（児童相談所）の役割

の明確化 

都道府県又はその設置する児童相談所の業務として、市町村に対

する必要な援助を行うこと、児童に関する家庭その他からの相談

のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずることと

した。 

③児童相談所設置市の認可 政令で定める市は児童相談所を設置できることとした。 

④要保護児童対策地域協議会の

設置 

地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情

報の交換を行うとともに要保護児童等に対する支援の内容に関

する協議を行う要保護児童対策地域協議会を置くことができる

ものとした。 

⑤乳児院及び児童養護施設の 

入所児童に関する年齢要件の 

見直し 

安定した生活環境の確保等の理由により特に必要がある場合に

は、乳児院に幼児を、児童養護施設に乳児を入所させることがで

きるものとした。 

⑥里親における監護、教育及び懲

戒に関する里親の権限の明確化 

受託中の児童に対する里親の監護、教育及び懲戒に関する権限を

明確化した。 

⑦要保護児童に対する家庭裁判

所の承認を得て行う措置の有期

限化 

家庭裁判所の承認を得て都道府県が行う、要保護児童に対しての

児童福祉施設への入所措置の期間は２年を超えてはならないも

のとした。 

⑧児童相談所長が親権喪失の 

宣告を請求できる者の拡大 

児童相談所長は 18 歳以上満２０歳に満たない者についても、親

権喪失の宣告の請求を行うことができるものとした。 

⑨小児慢性特定疾患治療研究 

事業の法定化 

厚生労働省の事業であった小児慢性特定疾患治療研究事業を、

「児童福祉法」の事業として法定化し、対象疾患を整理した。 
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2005（平成 17）年  

【施行】2006 年 

改正項目 改正内容 

①障害児の定義の新設 「障害者自立支援法」制定により、障害児の定義が規定された。

この時点での障害児は「身体に障害のある児童」「知的障害のあ

る児童」。 

②知的障害児施設等における 

契約制度での利用の導入 

知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不

自由児施設、重症心身障害児施設については、契約制度による利

用が導入された。これに伴い、これまで、措置により入所、通園

していた障害児については、原則、保護者が知的障害児施設等と

契約を結び、これに基づき、サービスの提供を受け、都道府県（指

定都市、児童相談所設置市を含む）はこれに係る費用について給

付（障害児施設給付費）を支給することとした。 

（措置による入所もあり） 

 

2008（平成 20）年  

【施行】①③④⑤⑥⑦＝2009 年 ②＝2010 年 

①子育て支援事業の追加法定化 「乳児家庭全戸訪問事業」、「養育支援訪問事業」、「地域子育て支

援拠点事業」「一時預かり事業」を子育て支援事業として追加し

た。 

②家庭的保育事業の法定化 家庭的保育事業が法定化された。 

③里親制度の改正 （１）養育里親と、養子縁組を前提とした里親を区別した。 

（２）養育里親に研修修了を義務づけた。 

（３）都道府県の業務として、里親に対する相談等の支援を行う

ことを明確化。 

④小規模住居型児童養育事業の

創設 

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）を創設した。 

⑤要保護児童対策地域協議会の 

機能強化 

要保護児童対策地域協議会の協議対象を、養育支援が特に必要で

ある児童やその保護者、妊婦に拡大し、要保護児童対策調整機関

に、一定の要件を満たす者を置く努力義務を課した。 

⑥年長児の自立支援策の見直し 児童自立生活援助事業について、対象者の利用の申込みに応じて

提供することとするとともに、義務教育終了後の児童のほか、

20 歳未満の者を支援の対象として追加した。 

⑦施設内虐待の防止 児童養護施設等における虐待を発見した者の通告義務を規定し

た。 
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2010（平成 22）年  

【施行】2012 年 

改正項目 改正内容 

①障害児の定義の見直し 障害児の定義である「身体に障害のある児童」「知的障害のある

児童」に、「精神に障害のある児童」（発達障害児を含む）が追加

された。 

②障害児施設の一元化 重複障害に対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよ

う、障害種別等に分かれている現行の障害児施設（通所・入所）

について一元化した。 

③障害児に関する根拠規定の 

一体化 

「障害者総合支援法」の改正に伴い、障害児に関する根拠規定が

「児童福祉法」に一本化された。 

④通所支援の実施主体 障害児に関わる通所支援の実施主体を、市町村とした。 

⑤障害児通所支援の創設 障害児通所支援として、児童発達支援、医療型児童発達支援（こ

れら２つはそれぞれ福祉型・医療型児童発達支援センターのこ

と）、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が創設された。 

⑥障害児相談支援の創設 障害児通所支援の利用にあたっては、「障害児支援利用計画」を

作成する障害児支援利用援助、「障害児支援利用計画」を見直す

等の継続障害児支援利用援助の、２つの障害児相談支援を創設し

た。 

⑦在園期間の延長措置の見直し １８歳以上の障害児施設入所者については障害者施策（「障害者

自立支援法」：現「障害者総合支援法」）で対応することとし、引

き続き支援しなければ福祉を損なうおそれがあると認められる

場合は、満 20 歳まで障害児施設での措置を延長することとし

た。 

 

 

2011（平成 23）年  

【施行】2012 年 

改正項目 改正内容 

①児童相談所長による親権代行 里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合に

は、児童相談所長が親権を代行するとした。 

②児童相談所長の権限 児童相談所長は、一時保護中の児童の監護等に関し、その福祉の

ために必要な措置をとる権限を規定。 

児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判並び

にこれらの審判の取消しについて、家庭裁判所への請求権を有す

る。 
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改正項目 改正内容 

③児童相談所長、施設長の権限 児童相談所長、施設長等が児童の監護等に関しその福祉のため必

要な措置をとる場合には、親権者等は不当に妨げてはならないと

した。 

児童の生命、身体の安全を確保するために緊急の必要がある場合

には、親権者等の意に反しても、児童相談所長、施設長等が必要

な措置をとることができるとした。 

 

 

2012（平成 24）年  

【施行】2013 年 

改正項目 改正内容 

①障害児の定義の見直し 障害児の定義である「身体に障害のある児童」「知的障害のある

児童」「精神に障害のある児童」（発達障害児を含む）に、「難病

等の児童」が加わった。 

 

 

2014（平成 26）年  

【施行】2015 年 

改正項目 改正内容 

①小児慢性特定疾病について （１）基本方針の策定 

（２）小児慢性特定疾病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助

成の制度の確立 

（３）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施 

（４）小児慢性特定疾病の治療方法等に関する研究の推進 

②子ども・子育て支援新制度の施

行に関わる事業等の創設・変更 

＊放課後児童健全育成事業 ＊一時預かり事業 

＊家庭的保育事業＊小規模保育事業 ＊居宅訪問型保育事業   

＊事業所内保育事業 ＊病児保育事業  

＊子育て援助活動支援事業  

の事業の創設、事業内容の変更がなされた。 

③児童福祉施設の定義の追加 子ども・子育て支援新制度の施行により、児童福祉施設の定義に

「幼保連携型認定こども園」が加わった。 

④保育所の目的の変更 第 39 条における保育所の目的が、「保育に欠ける乳幼児に保育

を行う」から、「保育を必要とする乳幼児に保育を行う」となっ

た。 
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2016（平成 28）年 その１ 

【施行】①～⑪＝2016 年 ⑫～⑳＝2017 年 

改正項目 改正内容 

①児童の福祉を保障するための

原理の明確化 

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。 

②家庭と同様の環境における養

育の推進 

国・地方公共団体は、児童が家庭において健やかに養育される

よう、保護者を支援するものとする。ただし、家庭における 

養育が適当でない場合には、児童が家庭における養育環境と同

様の養育環境において継続的に養育されるよう、必要な措置を

講ずるものとする。 

③市町村・都道府県・国の役割と

責務の明確化 

（１）市町村は、基礎的な地方公共団体として、身近な場所に

おける支援業務を適切に行う。 

（２）都道府県は、市町村の業務が適正かつ円滑に行われるよ

う、市町村に対する必要な助言や適切な援助を行うとともに、 

専門的な知識・技術や広域的な対応が必要な業務を適切に行う。 

（３） 国は、市町村・都道府県の業務が適正かつ円滑に行われ

るよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、 

市町村・都道府県に対する助言、情報提供等の必要な各般の措

置を講じる。 

④児童及び保護者に対する通

所・在宅における指導措置 

（１）市町村を中心とした在宅支援の強化。 

（２）児童相談所長による、通告を受けた児童・保護者に対す

る通所・在宅における指導など。 

⑤一時保護の目的の明確化 条文に明記した。 

⑥国による要保護児童に係る調

査研究の推進 

 

⑦支援を要する妊婦等に関する

情報提供 

支援を要すると思われる妊婦や児童・保護者を把握した医療機

関、児童福祉施設、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。 

⑧児童相談所の体制強化 

 

（１）児童相談所における弁護士の配置 

（２）児童心理司・保健師等、主任児童福祉司の配置 

（３）児童福祉司（スーパーバイザー）の配置と配置基準 

（４）児童福祉司の配置基準の見直し 

⑨親子関係再構築支援 設長・里親による親子の再統合等のための支援 

⑩児童福祉審議会の調査権限の

強化、委員要件の厳格化 

 

⑪報告を受けた都道府県等によ

る母子保護の申込の勧奨 

婦人相談所長が母子保護を必要と認める者について、都道府県

知事等は母子保護の実施の申込みを勧奨することとした。 

 



7 

 

改正項目 改正内容 

⑫市町村における支援拠点の 

整備 

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

に努めるものとした。 

⑬市町村の要保護児童対策地域 

協議会の機能強化 

市町村の要保護児童対策地域協議会調整機関に専門職 

（調整担当者）の配置及び研修受講を義務付けた。 

⑭児童相談所設置自治体の拡大 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。 

⑮児童相談所の体制強化 

 

（１）児童福祉司（スーパーバイザー含む）の研修義務化 

（２）社会福祉主事の児童福祉司任用時における指定講習会の

修了要件追加 

⑯児童相談所から市町村への事

案送致等 

（１）市町村への事案送致等 

（２）市町村が実施する事業等の実施が適当と認めた者の通知 

⑰里親委託の推進 里親支援について、都道府県（児童相談所）の業務として位置

付け。 

⑱養子縁組に関する相談・支援 

 

養子縁組に関する相談・支援について、都道府県（児童相談所）

の業務として位置付け。 

⑰養子縁組里親の法定化 （１）養子縁組里親における都道府県知事実施の研修義務化 

（２）都道府県の養子縁組里親名簿作成と養子縁組里親の欠格

要件等の設置 

⑱１8歳以上の者に対する支援の

継続 

一時保護中の 18 歳以上の者等について、20 歳に達するまで

の間、新たに施設入所等措置を行えるようにするとともに、 

その保護者に対する面会・通信制限等の対象とする。 

⑲自立援助ホームの対象者の 

拡大 

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。 

⑳その他 

 

情緒障害児短期治療施設の名称を、児童心理治療施設に変更し、

あわせて法における目的条文も改正。 
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2016（平成 28）年 その２ 

【施行】①～③＝2018 年 ④＝2016 年 

改正項目 改正内容 

①居宅訪問型児童発達支援の 

創設 

重度の障害の状態にある障害児等であって、児童発達支援等を

受けるために外出することが著しく困難なものについて、居宅

を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等の便宜を供

与する「居宅訪問型児童発達支援」を創設した。 

②保育所等訪問支援の支援対象

の拡大 

保育所等訪問支援を利用することができる者として、乳児院・

児童養護施設などに入所する障害児を加えることとした。 

③障害児福祉計画の作成 厚生労働大臣は、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針を定め、市町村及び都道府県は、当該指針に

即して、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所

支援等の円滑な実施に関する計画(障害児福祉計画)を定めるも

のとし、当該計画は障害福祉計画と一体のものとして作成する

ことができるものとした。 

特定の障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定につい

て、都道府県が定める区域における支援の量が都道府県の障害

児福祉計画で定める必要量に達しているとき等は、都道府県知

事は、指定申請について指定をしないことができるものとした。 

④医療的ケア児に対する 

各種支援の連携 

地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日

常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心

身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられ

るよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体

制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければなら

ないものとした。 
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2017 年（平成 29 年） 

【施行】2018（平成 30）年 4 月 2 日 

改正項目 改正内容 

①虐待を受けている児童等の 

保護者に対する指導への 

司法関与 

（１） 里親委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合

に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告することが

できることとし、都道府県は、当該保護者指導の結果を家庭裁判

所に報告することとした。 

（２）（１）の勧告を行い、却下の審判をする場合（在宅での養

育）においても、家庭裁判所が都道府県に対して当該保護者指導

措置を勧告することができることとした。 

（３） （１）及び（２）の場合において、家庭裁判所は、勧告

した旨を保護者に通知することとする。 

②家庭裁判所による一時保護の

審査の導入 

児童相談所長等が行う一時保護について、親権者等の意に反して

２ヶ月を超えて行う場合には、家庭裁判所の承認を得なければな

らないこととした。 

③児童虐待防止対策における、重

要な役割を担う職員の追加 

（下線部職員の追加） 

第 21 条の 10 の５を「病院、診療所、児童福祉施設、学校その

他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、

歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校

の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する

職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したとき

は、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなけ

ればならない。」とした。 

 

【参考】厚生労働省による改正公開資料・官報などより独自作成 


