
 

 

 

児童に関わる事業①「地域子ども・子育て支援事業」               ©2019sakurakosensei  転載禁止 

地域・子ども子育て支援事業は、「子ども・子育て支援法」第 59条に基づき、市町村が子供・子育て家庭を対象として、 

市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業のことです。平成 30年 4月現在、13の事業が実施されています。 

（★は「児童福祉法」にも規定される事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

①利用者支援事業 

項 目 内   容 

事業の目的 一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、または妊娠している方がそ

の選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うこと 

事業の内容 子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、 

関係機関との連絡調整等を実施する事業 

事業類型 事業概要 

基本型 

「利用者支援」 

「地域連携」 

の 2つの柱で構成 

目的 子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、

身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施する 

実施場所 身近な場所で、日常的に利用でき、かつ相談機能を有する施設 

（例：地域子育て支援拠点、子育て世代包括支援センター） 

職員配置 利用者支援専門員を 1名以上配置 

特定型 

（「保育コンシェルジュ」） 

目的 待機児童の解消等を図るため、行政が地域連携の機能を果たすことを前提に主として保育に関する

施設や事業を円滑に利用できるよう支援を実施する 

実施場所 市町村窓口 

職員配置 利用者支援専門員を 1名以上配置 

母子保健型 目的 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、

保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない

支援体制を構築する。 

実施場所 市町村保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設 

職員配置 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー（社会福祉士

等）を１名以上配置 

 

 

 

 



 

 

②地域子育て支援拠点事業★ 

項 目 内   容 

事業の目的 少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低

下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進す

ることにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援すること 

事業の内容 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業 

基本事業 

ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 イ 子育て等に関する相談、援助の実施 ウ 地域の子育て関連情報の提供 

エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上）  

 

 

一 

般 

型 

事業内容 常設の地域子育て支援拠点を開設し、子育て家庭の親とその子ども（主として概ね３歳未満の児童及び保護者）を対象と

して、上記基本事業を実施する 

実施場所 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設などの子育て親子が集う場として 

適した場所 

実施方法 原則として週３日以上、かつ１日５時間以上開設する 

職員配置 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を２名以上配置 

加算項目 ＊地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取組 

＊出張ひろばの実施 

＊地域支援の取組の実施 

 

 

連

携

型 

事業内容 効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児童福祉施設・児童福祉事業を実施する施設において、

上記基本事業を実施する 

実施場所 児童館・児童センターにおける既設の遊戯室、相談室等であって子育て親子が交流し、集う場として適した場所 

実施方法 原則として週３日以上、かつ１日３時間以上開設する 

職員配置 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を１名以上配置（非常勤職員で

も可） ただし、連携施設に勤務している職員等のバックアップを受けることができる体制を整えること 

加算項目 ＊地域の子育て力を高める取組の実施（中高生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成の実施） 



 

 

③妊婦健康診査 

項 目 内   容 

事業の目的 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊

娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施すること 

法的な根拠 「母子保健法」第 13条（抄） 

市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 

望ましい 

健診回数 

※「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」（平成 27年３月 31日厚生労働省告示第 226号） 

① 妊娠初期より妊娠２３週（第６月末）まで：４週間に１回 

② 妊娠２４週(第７月)より妊娠３５週（第９月末）まで：２週間に１回 

③ 妊娠３６週（第１０月）以降分娩まで：１週間に１回 

（※ これに沿って受診した場合、受診回数は１４回程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

④乳児家庭全戸訪問事業★ 

項 目 内   容 

事業の目的 すべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行

うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うこと 

事業の内容 生後 までの乳児のいるすべての家庭（里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む）を訪問し、下記の支援を行う。 ４か月

（１）育児に関する不安や悩みの傾聴、相談 

（２）子育て支援に関する情報提供 

（３）乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握 

（４）支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整 

訪問時期 対象乳児が生後４か月を迎えるまでの間に１回訪問することを原則とする。ただし、生後４か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児

及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後４か月を経過して訪問せざるを得ない場合も本事業の対象とする。こ

の場合にあっても、少なくとも経過後１か月以内に訪問することが望ましい。 

訪問者 保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育班員、民生・児童委員（主任児童委員）、母親クラブ、子育て経験者等から幅広

く人材を発掘し、訪問者として登用して差し支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑤－１ 養育支援訪問事業★ 

項 目 内   容 

事業の目的 乳児家庭全戸訪問事業等により把握した 若しくは保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童 保護者に監護させることが不適当

及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる に対し、そのであると認められる児童 妊婦

養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うこと 

事業の内容 対象家庭を訪問し、以下の内容を実施する。 

（１） 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援 

（２） 出産後間もない時期（概ね１年程度）の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援 

（３） 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のため 

の相談・支援 

（４） 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援 

支援の対象 の実施その他により が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるような状態にある家庭（里親家乳児家庭全戸訪問事業 市町村長

庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。）を対象とする。 

ア 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭 

イ 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭 

ウ 出産後間もない時期（概ね１年程度）の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強 

い不安や孤立感等を抱える家庭 

エ 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる 

  家庭 

オ 公的な支援につながっていない児童（乳幼児健康診査等の谷間にある児童、３歳～５歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童）のい 

る支援を必要とする家庭 

カ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭 

訪問支援者 専門的相談支援 保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等 

育児・家事援助 子育て経験者、ヘルパー等 

 

 



 

 

⑤－２ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

項 目 内   容 

事業の目的 市町村において、子どもを守る地域ネットワーク（ ）の要保護児童対策調整機関の職員や地域ネットワークを構成要保護児童対策地域協議会

する関係機関等（の専門性強化及び地域ネットワーク構成員の連携強化を図るとともに、地域ネットワークと訪問事業が連携を図り、児童虐

待の発生予防、早期発見・早期対応に資すること 

事業の内容 調整機関に職員を配置し、次の（１）から（５）のいずれかを実施すること。 

（１） 調整機関職員の専門性強化 

（２） 地域ネットワーク構成員の連携強化 

（３） 地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組 

（４） 地域ネットワークと訪問事業等との連携を図る取組 

（５） 地域住民への周知を図る取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑥子育て短期支援事業★ 

項 目 内   容 

事業の目的 保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を

保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において一定期間、養育・保護を行うことにより、

これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ること 

事業の内容 （１）短期入所生活援助（ショートステイ）事業 

内容 

 

 

市町村は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時

的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を

行う 

対象者 

 

次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。 

（ア） 児童の保護者の疾病 

（イ） 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由 

（ウ） 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由 

（エ） 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由 

（オ） 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合 

事業の内容 （１）短期入所生活援助（ショートステイ）事業 の続き 

利用期間 養育・保護の期間は７日以内とする。ただし、市町村が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長す

ることができる。 

（２）夜間養護等（トワイライトステイ）事業 

内容 市町村は、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となっ

た場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする 

対象者 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童 

実施施設等 ＊児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等住民に身近であって、適切に保護することができる施設 

＊児童等の近隣に実施施設がないこと等により必要な養育・保護を行うことが困難である場合には、実施施設は、あらかじめ登録している 

保育士、里親等に委託することができるものとする。 



 

 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）★ 

項 目 内   容 

事業の目的 乳幼児や小学生等の児童を有する を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活子育て中の保護者

動に関する連絡・調整を行うことにより、 における育児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊地域

急時の預かりや、ひとり親家庭等の支援など多様なニーズへの対応を図ること 

事業の内容 ＜活動例＞ 

●保育施設までの送迎を行う 

●保育施設の開始前や終了後又は学校の放課後、子どもを預かる 

●保護者の病気や急用等の場合に子どもを預かる 

●冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かる 

●買い物等外出の際、子どもを預かる 

●病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急預かり対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑧一時預かり事業★ 

項 目 内   容 

事業の目的 保育所等を利用していない家庭においても、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合があ

る。また、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要

とされている。こうした需要に対応するため、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において児童を一時的に預かることで、安心して

子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ること 

事業の内容 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その

他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。 

一般型   実施場所 保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点又は駅周辺等利便性の高い場所など、一定の利用児童が見込

まれる場所 

対象児童 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児 

また、当分の間、「『待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について』の対応方針について」に基づき、待機

児童解消に向けて緊急的に対応する施策を実施する市町村に限り、「子ども・子育て支援法」に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもであって、特定地域型保育事業者を利用していない児童について、保育所等への

入所が決まるまでの間、定期的に預かることも本事業の対象とする。 

幼稚園型Ⅰ 実施場所 幼稚園又は認定こども園 

対象児童 主として、幼稚園等に在籍する満３歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一

時的に保護を受ける者 

幼稚園型Ⅱ  対象 

自治体 

「子育て安心プラン」における「子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市区町村が対象 

実施場所 幼稚園 

対象児童 満３歳未満の小学校就学前子どもであって、「子ども・子育て支援法施行規則」第１条で定める事由により家庭にお

いて必要な保育を受けることが困難であるものとして市町村に認定を受けた２歳児。なお、２歳の誕生日を迎えた

時点から随時受け入れることや、当該２歳児が３歳の誕生日を迎えた年度末まで継続して受け入れることも妨げな

い。 



 

 

 

項 目 内   容 

事業の内容 余裕活動型 

 

実施場所 

 

利用児童数が利用定員総数に満たない保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、 

事業所内保育事象所 

居宅訪問型 実施場所 利用児童の居宅 

対象児童 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児で、以下の要件に該当すること。 

ア 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合 

イ ひとり親家庭等で、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労等を行う場合 

ウ 離島その他の地域において、保護者が一時的に就労等を行う場合 

地域密着 

Ⅱ型 

実施場所 地域子育て支援拠点や駅周辺等利便性の高い場所 

対象児童 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児 

災害特例型 実施場所 保育所、幼稚園、認定こども園、「子ども・子育て支援法」に規定する特例保育を行う施設又は同法に規定する地域

型保育事業所 

対象児童 平成 30 年７月豪雨について災害救助法が適用された市町村に居住する世帯に属する「子ども・子育て支援法」に 

規定する支給認定子どもであって、豪雨の影響により、避難し、在籍する特定教育・保育施設、同法第 29 条第３

項第１号に規定する特定地域型保育事業所又は特例保育施設とは別の特定教育・保育施設等を利用する乳幼児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑨延長保育事業 

項 目 内   容 

事業の目的 就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により、保育時間を延長して児童を預けられる環境が必要とされている。こうした需要に対応

するため、保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所、認定こども園等で引き続き保

育を実施することで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ること 

事業の内容 一般型 実施場所 都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保

育事業所、駅前等利便性の高い場所、公共的施設の空き部屋等適切に事業が実施できる施設等 

対象児童 「子ども・子育て支援法」の支給要件を満たし、市町村の認定を受け、民間保育所等、小規模保育事業所、事業所内保

育事業所、家庭的保育事業所を利用する児童 

訪問型 実施場所 利用児童の居宅 

対象児童 「子ども・子育て支援法」の支給要件を満たし、市町村の認定を受け、民間保育所等、小規模保育事業所、事業所内保

育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所を利用する児童であって、以下のいずれかに該当するものと 

する。 

ア 居宅訪問型保育事業を利用する児童で利用時間を超える場合 

イ 民間保育所等における延長保育の利用児童数が１人となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑩病児保育事業★ 

項 目 内   容 

事業の目的 保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。こうした保育需要に対応するため、病院・保

育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問するととも

に、その安全性、安定性、効率性等について検証等を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るこ

と 

事業の内容 病児対応型 事業 

 

児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童

を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業 

対象児童 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護 

者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学

校に就学している児童 

病後児対応型 事業 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付

設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業 

対象児童 病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

であって、市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童 

体調不良児 

対応型 

事業 児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育

所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業 

対象児童 事業実施保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来る

までの間、緊急的な対応を必要とする児童 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

項 目 内   容 

事業の内容 非施設型 

（訪問型） 

事業 児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童の自

宅において一時的に保育する事業 

対象児童 病児及び病後児 

送迎対応 

（類型ではな

い） 

内容 病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型において、看護師、准看護師、保健師又は助産師又は保育士を配置

し、保育所等において保育中に「体調不良」となった児童を送迎し、病院・診療所、保育所等に付設された専用ス

ペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育することを可能とする 

対象児童 保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、

緊急的な対応を必要とする児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑪放課後児童健全育成事業★ 

項 目 内   容 

事業の目的 近年における女性の就業割合の高まりや核家族化の進行など、児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、放課後や週末等に児童が安心して 

生活できる居場所を確保するとともに、次代を担う児童の健全な育成を支援すること 

事業の趣旨 「児童福祉法」第６条の３第２項及び「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に基づき、保護者が労働等により昼間家庭に

いない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、家庭、

地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活

習慣の確立等を図り、その健全な育成を図るもの 

対象児童 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とし、その他に特別支援学校の小学部の児童も加えることができること。 

なお、「保護者が労働等」には、保護者の疾病や介護・看護、障害なども対象となること。 

職員 放課後児童支援員の数は、一の支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、その１人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。 

開所日数 その地方における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮し、年間 250 日以上開所すること。 

ただし、利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として 250 日開所する必要がない場合には、特例として 200 日以上の開所でも本

事業の対象とする。 

開所時間 小学校の授業の休業日（長期休暇期間等） 1日につき 8時間 

小学校の授業の休業日以外の日（平日） 1日につき 3時間 

施設 小学校の余裕教室や小学校敷地内の専用施設の活用を図るほか、児童館、保育所・幼稚園等の社会資源や民家・アパートなども活用して 

実施すること 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

項 目 内   容 

事業の目的 子ども・子育て支援法に規定する支給認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合に

おいて、当該支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等の一部を補助することによ

り、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援すること 

事業の内容 低所得で生計が困難である支給認定保護者の子どもが、法に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特定地域型保育、特例保育の提供を受

けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき実費徴収額に対して、市町村がその一部を補助する。 

対象者 生活保護法及び市町村が認める支給認定保護者 

 

 

 

⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

項 目 内   容 

事業の目的 地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多様な事業者の新規参入を支援する

ほか、私立認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受入体制を構築することで、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を

図る。 

事業の内容 ①新規参入施設等への巡回支援  ②認定こども園特別支援教育・保育経費 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

児童に関わる事業②「児童福祉法」に規定された事業 

【障害児―１】障害児通所支援事業（児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅型児童発達支援・保育所等訪問支援） 

項 目 概 要 

実施主体 市町村 

対象児童 満 18歳未満の障害児 

種 類 対象児童 内 容 

児童発達支援 集団療育及び個別療育を行う必要がある

と認められる主に未就学の児童 

日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の

必要な支援を行う。 

医療型児童発達支援 日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の

必要な支援、及び治療を行う。 

放課後等デイサービス 「学校教育法」に規定する学校（幼稚園・

大学を除く）に就学している障害児 

（引き続きの支援が必要な場合は、満

20歳までの利用が可能） 

学校通学中の障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上

のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を

促進するとともに、放課後等における支援を推進する。 

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により、障害児通所支援を

利用するために外出することが著しく困

難な障害児 

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出す

ることが著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。 

次につづく・・ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

種 類 対象児童 内 容 

保育所等訪問支援 保育所や、児童が集団生活を営む施設に

通う障害児 

概要 

 

 

 

 

保育所等を現在利用中の障害児、または今後利用する予定の障害児が、 

保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合 

に、訪問支援を実施することにより、保育所等の安定した利用を促進する。 

訪問先は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、 

など。 乳児院、児童養護施設

支援 

内容 

①障害児本人への支援 

②訪問先施設のスタッフに対する支援 

職員 

 

訪問支援員（障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育

士）、または専門職 

 

 

 

【障害児―２】障害児相談支援事業 

項 目 概 要 

実施主体 市町村 

対象児童 満 18歳未満の障害児 

種 類 内 容 

障害児支援利用援助 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などをふまえて、「障害児

支援利用計画案」を作成する。 

給付決定後、事業者等と連絡調整などを行い、「障害児支援利用計画」を作成する。 

継続障害児支援利用援助 「障害児支援利用計画」の見直しなどを行う。 

 

 

 



 

 

【社会的養護―１】児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 

項 目 概 要 

実施主体 都道府県 

対象児童 ①義務教育終了後の児童、または 18歳以上の満 20歳未満の児童で、措置解除された者 

②高等学校、大学等に通う学生であり、その上で満 20歳以上から満 22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの 

（満 20歳までに自立援助ホームを利用していること） 

③上記以外の児童であって、都道府県知事が当該児童の自立のために援助及び生活指導等が必要と認めたもの 

事業内容 共同生活を営む住居における相談、日常生活上の援助、生活指導、就業の支援。 

退所後の相談援助。 

定員 5人以上 20人以下 

職員 指導員（主として児童自立生活援助に携わる者） 

管理者 

 

 

【社会的養護―２】小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

項 目 概 要 

実施主体 都道府県 

対象児童 満 18歳未満の要保護児童（20 歳までの措置延長あり） 

事業内容 事業者の住居で養育を行う。 

定員 ５人又は６人 

職員 ２人の養育者及び１人以上の補助者 

＊この２人の養育者は一の家族を構成しているもの（夫婦であるもの）とする 

＊委託児童の養育にふさわしい家庭環境が確保される場合には、当該ファミリーホームに置くべき者を、１人の養育者及び２人以上の 

補助者とすることができる 

 



 

 

【地域型保育事業－１】家庭的保育事業 

項 目 概 要 

実施主体 市町村 

対象児童 保育を必要とする満 3歳未満の乳幼児（状況により、満 3歳以上の児童も利用可能） 

事業内容 家庭的保育者の居宅などで、保育を行う。 

定員 ３人以下 

ただし家庭的保育補助者とともに保育を行う場合は、5人以下 

職員 家庭的保育者 

嘱託医 

調理員（調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は置かなくてもよい） 

保育時間 １日につき８時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者が定めるものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【地域型保育事業－2】小規模保育事業 

項 目 概 要 

実施主体 市町村 

対象児童 保育を必要とする満 3歳未満の乳幼児（状況により、満 3歳以上の児童も利用可能） 

事業内容 6人以上 19人以下を定員とする施設において、保育を行う。 

定員 A 型 

B 型 

6人以上 19人以下    

 

C 型 6人以上 10人以下 

職員 A 型 

B 型 

共通 

保育士 乳児：おおむね 3人につき 1人以上 

    満 1歳以上 3歳未満児 ：おおむね 人につき 1人以上 6

    満 3歳以上満 4歳未満児：おおむね 人につき 1人以上 20

    満 4歳以上児：おおむね 人につき 1人以上 30

＊上記で算出された保育士の数に 名追加する。 1

＊施設に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、 に限り、 １人

ことができる。 保育士とみなす

嘱託医  

調理員 

（調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を

搬入する場合には置かなくてもよい） 

B 型 ＊上記のうち、 は保育士とする。 半数以上

C 型 家庭的保育者  

家庭的保育者 1人が保育できる乳幼児の数： 人以下  3

ただし家庭的保育補助者とともに保育を行う場合は、 人以下 5

保育時間 １日につき 時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、小規模保育事業を行う者が定めるものとする ８

 

 

 

 

 

 



 

 

【地域型保育事業－３】居宅訪問型保育事業 

項 目 概 要 

実施主体 市町村 

対象児童 保育を必要とする満 3歳未満の乳幼児（状況により、満 3歳以上の児童も利用可能） 

事業内容 当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う。 

 

一 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育 

二 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 34 条第５項又は第 46 条第５項の規定による便宜の提供に対応するために行う

保育 

三 法第 24条第６項に規定する措置に対応するために行う保育 

四 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保

護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が

高いと市町村が認める乳幼児に対する保育 

五 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市町村が認めるものにおいて行う保育 

定員 ３人以下 

ただし家庭的保育補助者とともに保育を行う場合は、5人以下 

職員 家庭的保育者 

嘱託医 

調理員（調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は置かなくてもよい） 

保育時間 １日につき 時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、居宅訪問型保育事業を行う者が定めるものとす８

る 

 

 

 

 

 



 

 

【地域型保育事業－４】事業所内保育事業 

項 目 概 要 

実施主体 管轄：市町村（実際に事業として運営する主体は事業所） 

対象児童 保育を必要とする満 3歳未満の乳幼児（状況により、満 3歳以上の児童も利用可能） 

事業内容 事業主等が雇用する労働者の乳幼児を、事業主が設置する施設などにおいて保育を行う。 

定員 事業所内保育事業：20名以上  小規模型事業所内保育事業：19名以下 

職員 ＜事業所内保育事業＞ 

保育士 乳児：おおむね 人につき 1人以上 3

    満 1歳以上 3歳未満児 ：おおむね 人につき 1人以上 6

（以降は特別に 3歳以上児を受け入れる場合） 

    満 3歳以上満 4歳未満児：おおむね 人につき 1人以上 20

    満 4歳以上児：おおむね 人につき 1人以上 30

＊ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき 人を 。 ２ 下回ることはできない

＊施設に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、 人に限り、 ことが１ 保育士とみなす

できる。 

 

嘱託医  

調理員 

（調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設

から食事を搬入する場合には置かなくてもよい） 

 

 

 

 

 

 

＜小規模型事業所内保育事業＞ 

 乳児：おおむね 人につき 1人以上 保育従事者 3

      満 1歳以上 3歳未満児 ：おおむね 人につき 1人以上 6

（以降は特別に 3歳以上児を受け入れる場合） 

      満 3歳以上満 4 歳未満児：おおむね 人につき 1 人以上 20

      満 4歳以上児：おおむね 人につき 1人以上 30

＊上記で算出された保育従事者の数に 名追加し、そのうち を とする 1 半数以上 保育士

＊施設に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、 人に限り、 ことが１ 保育士とみなす

できる。 

保育時間 １日につき 時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、事業所内保育事業を行う者が定めるものとする ８



 

 

【地域子ども・子育て支援事業１～８】 

１ 放課後児童健全育成事業 

２ 子育て短期支援事業 

３ 乳児家庭全戸訪問事業 

４ 養育支援訪問事業 

５ 地域子育て支援拠点事業 

６ 一時預かり事業 

７ 病児保育事業 

８ 子育て援助活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童に関わる事業①「地域子ども・子育て支援事業」の★マークを参照 



 

 

【里親】里親支援事業 

項 目 概 要 

事業の目的 里親等への委託を推進するため、里親の普及啓発から里親の選定及び里親と子どもとの間の調整並びに子どもの養育に関する計画の作成までの

一貫した里親支援及び養子縁組に関する相談・支援を総合的に実施すること 

実施主体 都道府県（指定都市及び児童相談所設置市）とする。なお事業の全部または一部については、里親会、児童家庭支援センター、児童養護施設、

乳児院、ＮＰＯ法人等、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託できる。 

事業の内容 種類 趣旨 内容 

里親制度等普及促進事業 一般家庭に対し里親経験者や養子縁組により養親となった者による講演や説明を

行い、保護を要する子どもの福祉への理解を深めるとともに、養育里親等に対す

る研修を実施することにより、養育技術の向上を図る。 

①普及啓発 

②養育里親研修 

③  専門里親研修

④  養子縁組里親研修

里親委託推進等事業 家庭における養育環境と同様の養育環境における養育が適切であると判断された

子どもを里親等へ委託するにあたり、当該子どもと里親との交流や関係調整を十

分に行うこと等により、最も適した里親を選定するとともに、個々の子どもの状

況を踏まえ、その課題解決等に向けて適切に養育を行うための計画を作成するこ

とにより、子どもの最善の利益を図る。 

①里親とのマッチング 

②自立支援計画の作成 

 

里親トレーニング事業 子どもが委託されていない里親に対し、子どもを委託された際直面する様々な事

例に対応するトレーニングを実施し、養育の質を確保し委託可能な里親を育成す

ることにより、更なる里親委託の推進を図る。 

 

里親訪問等支援事業 里親等に対し、里親等相互の相談援助や生活援助、交流の促進など、子どもの養

育に関する支援を実施することによりその負担を軽減し、もって適切な養育を確

保する。 

①里親等への訪問支援 

②里親等による相互交流 

共働き家庭里親委託促進事業 里親支援機関における共働き家庭に対する相談体制を強化するとともに、官民が

連携して里親委託と就業の両立を可能とする取組を試行的に実施し、当該取組に

関する分析・検証の成果を全国的に普及拡大することにより、共働き家庭におけ

る里親委託の促進を図る 

 



 

 

【小児慢性特定疾病】小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

項 目 概 要 

事業の目的 慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等

及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の事業を行うこと 

実施主体 都道府県、指定都市及び中核市なお、事業実施に当たっては、適切な者に委託することができる。 

事業の内容 種類 事業の内容 

必須事業 

 

相談支援事業 ①療育相談指導 

②巡回相談指導 

③ピアカウンセリング 

④自立に向けた育成相談 

⑤学校、企業等の地域関係者からの相談への対応、情報提供 

小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援 ①自立支援に係る各種支援策の利用計画の作成・フォローアップ 

②関係機関との連絡調整等 

③慢性疾病児童地域支援協議会への参加 

任意事業 ①療養生活支援事業 ②相互交流支援事業 ③就職支援事業 ④介護者支援事業 ⑤その他の自立支援事業 

 

 

【子育て支援事業】 

①放課後児童健全育成事業 ⑤地域子育て支援拠点事業 ⑨児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の 

養育を支援する事業 

②子育て短期支援事業 ⑥一時預かり事業 ⑩保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業 

③乳児家庭全戸訪問事業 ⑦病児保育事業 ⑪地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に 

応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業 

④養育支援訪問事業 ⑧子育て援助活動事業  

 



 

 

児童に関わる事業③ その他の事業 

１．社会的養護関係 

【社会的養護自立支援事業】 

項 目 概 要 

事業の目的 里親等への委託や、児童養護施設入所措置を受けていた者で１８歳（措置延長の場合は２０歳）到達により措置解除された者のうち、自立

のため支援を継続して行うことが適当な場合について、原則２２歳に達する日の属する年度の末日まで、 個々の状況に応じて引き続必要な

支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつける こと 

実施主体 都道府県、指定市 、児童相談所設置市 （ただし、事業の全部または一部を委託することができる） 

事業内容と 

対象者 

事業 対象者 

支援コーディネーターによる 

継続支援計画の作成 

１８歳（措置延長の場合は２０歳）到達後から２２歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者と

して、以下の者とする。（ただし疾病等で 22歳の年度末を超えて在学している場合は、卒業まで支援） 

①児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設を退所、または小規模住居型児童養育事業者、 

里親への委託を解除された者 

②児童自立生活援助が行われていた者 

居住に関する支援 

生活費の支給 

生活相談の実施 ①施設等に入所している者および退所した者 

②里親またはファミリーホーム事業者に委託されている者および委託を解除された者 

③児童自立生活援助を受けている者および援助の実施を解除された者 

④母子生活支援施設に入所している者および退所した者（保護者を含む） 

就労相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【身元保証人確保対策事業】 

項 目 概 要 

事業の目的 子どもや女性等の自立支援を図る観点から、児童養護施設や婦人保護施設等に入所中又は退所した子ども等や、里親等に委託中又は委託解

除後の子ども等に対し、就職やアパート等の賃借、大学等へ進学する際に施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を全国社会福

祉協議会が契約者として締結することにより、身元保証人を確保し、これらの者の社会的自立の促進に寄与すること 

実施・運営主体 実施主体 対象となる子ども等の措置、保護、一時保護を行う都道府県、市、及び福祉事務所を設置する町村 

運営主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会 

対象施設等 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、里親、ファミリーホーム、児童相談所一時保護所（一時保護委託含む）、 

自立援助ホーム、母子生活支援施設、婦人保護施設、婦人相談所一時保護所（一時保護委託含む） 

対象者 上記施設等を退所（措置解除）する子どもや女性で、就職やアパート等を賃借する際に、身元保証人を確保できない者 

対象となる 

保証人 

①施設長（②～⑤を除く）  

②里親：児童相談所長  

③ファミリーホーム：養育者又は児童相談所長 

④自立援助ホーム：設置（経営）主体の代表者又は児童相談所長  

⑤一時保護所（児童・婦人）：それぞれの所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業】 

項 目 概 要 

事業の目的 ①児童養護施設や自立援助ホーム等を退所した者であって就職した者又は大学等へ進学した者のうち、保護者がいない又は保護者からの養

育拒否等により、住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難な状況にある者又はそれが見込まれる者に対して、家賃相当額の貸付

や生活費の貸付を行うことで安定した生活基盤を築き、これらの者の円滑な自立を支援すること 

②児童養護施設や自立援助ホーム等に入所中の者等に対して、就職に必要な各種資格を取得するために必要となる費用の貸付を行うことで、

これらの者の円滑な自立を支援することを目的とする。 

事業の 

実施主体 

➀都道府県（都道府県が適当と認めた者への委託も可能） 

➁都道府県が適当と認める社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人などの民間法人（都道府県が貸付に当たって必要な指導・助言を行

う場合に限る。） 

貸付対象者 

及び貸付額等 

➀就職者：就職により児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、住居や生活費など 

安定した生活基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者 

【貸付額：家賃貸付として家賃相当額（生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限）】 

【貸付期間：2年】 

➁進学者：大学等への進学により児童養護施設等を退所した者等であって保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、住居や 

生活費など安定した生活基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者 

【貸付額：家賃貸付として家賃相当額（生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限）、生活費貸付として月額 5万円】 

【貸付期間：正規修学年数】 

③資格取得希望者：児童養護施設等に入所中の者等であって、就職に必要な各種資格を取得することを希望する者 

【貸付額：資格取得貸付として実費（上限 25万円）】 

貸付金の 

返還免除 

一定の条件（家賃貸付及び生活費貸付は５年間の就業継続、資格取得貸付は２年間の就業継続）を満たした場合には返還免除 

 

 

 

 



 

 

２．母子保健関係 

【妊娠・出産包括支援事業】 

項 目 概 要 

事業の目的 ○ 現状様々な機関が個々に行っている妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）

を立ち上げ、切れ目のない支援を実施 

○ ワンストップ拠点には、保健師、ソーシャルワーカー等を配置してきめ細やかな支援を行うことにより、地域における子育て世帯の「安

心感」を醸成する 

事業の 

実施主体 

市町村 

事業の内容 ①地域ごとの工夫をこらして子育て世代包括支援センターを立ち上げ、コーディネーターが、各機関との連携・情報の共有を図り、妊娠期

から子育て期にわたる総合的相談や支援をワンストップで行うとともに、全ての妊産婦の状況を継続的に把握し、要支援者には 

支援プランを作成 

②地域の実情に応じて、 、 等を実施 産前・産後サポート事業 産後ケア事業

③妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築 

 

①産前・産後サポート事業 

項 目 概 要 

事業の目的 妊娠・出産、子育てに関する悩み等に対して、母子保健推進員、愛育班員等の母子に係る地域の人的資源や、研修を受けた子育て経験者 

・シニア世代の者、保健師、助産師、保育士等の専門職等が、不安や悩みを傾聴し、相談支援（寄り添い）を行う。 

ただし、本事業における「相談、支援」は、妊産婦及び妊産婦の育児を尊重するとともに、不安や生活上の困りごと等を軽減すること 

（家事支援は除く。）を目的としており、原則として専門的知識やケアを要する相談、支援は除く。 

あわせて、地域の母親同士の仲間づくりを促し（交流支援）、妊産婦が家庭や地域における孤立感を軽減し（孤立感の解消）、安心して 

妊娠期を過ごし、育児に臨めるようサポートすることを目的とする。 

実施主体 市町村 

 

 



 

 

項 目 概 要 

対象者 妊産婦及びその家族のうち、下記①～③を基に、市区町村の担当者がアセスメントし、対象者を決定する。 

① 妊娠・出産・育児に不安を抱えていたり、身近に相談できる者がいないなど、相談支援や交流支援、孤立感の軽減・解消が必要である者 

② 多胎、若年妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦等で社会的な支援が必要である者 

③ 地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報から支援が必要と認める者 

対象時期 までの時期が目安 妊娠初期（母子健康手帳交付時等）から産後４か月頃

実施担当者 ①母子保健推進員、愛育班員、主任児童委員、民生委員、NPO 法人等地域の者 

② 事業の趣旨・内容を理解した子育て経験者やシニア世代の者 

③ 保健師、助産師、看護師 

④ 育児等に関しての知識を有する者（保育士、管理栄養士等） 

⑤ 心理に関しての知識を有する者 

事業の種類 アウトリーチ（パートナー）型 ①利用者の家庭を訪問する 

②電話相談 

③メール相談 

デイサービス（参加）型 保健センター、子育て支援センター、公民館、コミュニティセンター等実施場所に来所させ行う。 

①個別型 

②集団型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

②産後ケア事業 

項 目 概 要 

事業の目的 分娩施設退院後から一定の期間、病院、診療所、助産所、自治体が設置する場所（保健センター等）又は対象者の居宅において、助産師 

等の看護職が中心となり、母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み母子 

とその家族が、健やかな育児ができるよう支援すること 

実施主体 市区町村（全部または一部を委託することが可能） 

対象者 褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児のうち 

＜母親＞ 

ア身体的側面 

① 出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要がある者 

② 出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者 

③ 授乳が困難である者 

④ 産婦健康診査を実施した病院、診療所又は助産所で身体的ケアが必要と認められる者 

イ心理的側面 

① 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者 

② 産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）の結果等によ 

り心理的ケアが必要と認められる者 

ウ社会的側面 

① 育児について、保健指導（育児指導）の必要がある者 

② 身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者 

③ 家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者 

④ 妊娠したことを本人及びパートナー、家族が心から喜び、出産を待ち望んでいた状態でないなど妊娠・出産に肯定的でない者 

 

＜新生児及び乳児＞ 

自宅において養育が可能である者 

 



 

 

項 目 概 要 

対象時期 までの時期が対象の目安 出産直後から４か月頃

実施担当者 助産師、保健師、看護師を 1 名以上置くこと。その上で、必要に応じて以下の①～③の者を置くことができる。 

① 心理に関しての知識を有する者 

② 育児等に関する知識を有する者（保育士、管理栄養士等） 

③ 本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨・内容を理解した関係者 

事業の種類 宿泊型 利用者を宿泊させて産後ケアを行う。＜場所：病院若しくは病床を有する診療所など＞ 

アウトリーチ型 利用者と日時を調整し、利用所の居宅を訪問して保健指導、ケアを行う。＜場所：自宅＞ 

デイサービス型 個別又は集団（複数の利用者）に対して、病院、診療所、助産所、保健センター等に来所させて産後ケア

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．ひとり親家庭関係 

事業の種類 実施主体 事業の内容 

ひとり親家庭等日常生活支援事業 都道府県 

指定都市 

中核市 

市町村 

（特別区） 

修学や疾病などにより家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員の派遣等を 

行う。 

ひとり親家庭等生活向上事業 ひとり親家庭等生活支援事業 

①相談支援事業 ひとり親家庭等が直面する様々な課題に対応するために 

相談支援を行う。 

②家計管理・生活支援講習会等事業 家計管理、子どものしつけ・育児や健康管理などの様々な支援に

関する講習会を開催する。 

③学習支援事業 高等学校卒業程度認定試験の合格のために民間事業者などが 

実施する対策講座を受講している親等に対して、補習や学習の 

進め方の助言等を実施する。 

④情報交換事業 ひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを相談しあう場を 

設ける。 

子どもの生活・学習支援事業 

ひとり親家庭の子どもに対し、放課後児童クラブ等の終了後に基本的な生活習慣の習得支援、学習支援

や食事の提供等を行い、ひとり親家庭の子どもの生活の向上を図る。 

マザーズハローワーク事業  求職活動の準備が整い､具体的な就職希望を有する子育て女性等を対象に、利用しやすい環境を整備の

上、きめ細かい就職支援サービスを提供。 

 

 

 

 

 

 



 

 

事業の種類 実施主体 事業の内容 

 母子家庭等就業・自立支援事業 都道府県 

指定都市 

 中核市

 母子家庭等就業・自立支援センター事業 ①就業支援事業 ②就業支援講習会等事業 

③就業情報提供事業 ④養育費等支援事業 

⑤在宅就業推進事業 ⑥面会交流支援事業 

⑦相談関係職員研修支援事業 

⑧広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業 

一般市 

特別区 

福祉事務所設

置町村 

一般市等就業・自立支援事業 上記事業の支援メニューの中から、地域の実情に応じ適切 

な支援メニューを選択して実施 

 


