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子ども子育て支援施策の推進について

【施策展開の目標】
コロナ渦であっても、安心して妊娠・出産、子育てできる環境を整備するとともに、子どもの権利が守られ、全ての子どもたちが
健やかに希望を持って育つことができる社会の構築を推進する。

【現況】
○子ども関連各種計画で掲げた目標達成に向け、サービス提供基盤の整備を進めるとともに、関連施策を展開している。
○長期化するコロナ禍の影響から、経済社会情勢の悪化や社会不安の増大により、結婚・子育てに関する意識の変化や貧困問題の拡大、虐待件数の
増加など、今後に大きな影響を与えかねないリスクが高まっている。

○子どもの視点に立った施策展開の基本方針が示されるとともに、家庭支援や人材確保のあり方について審議会等で報告がとりまとめられている。

少子化対策

子育て支援

母子保健・医療

貧困・ひとり親支援

虐待対応

ヤングケアラー支援

子どもの権利擁護

施策項目 R4 取組方針現状課題

○妊娠届出件数の減少、妊活意欲の低下
○コロナ禍による出会いの場の減少

○オンライン活用による新たな婚活支援
○妊娠、子育てへの不安解消
○20代の意識・傾向把握

○子育て家庭の孤立化、親の孤独化
○保育ニーズの多様化や人口減少下でも
対応できる体制・人材確保

○多様なサービス提供体制の確保
○市町村との協議の場の確保
○人材育成に関連する大学との連携強化

○妊娠・出産への不安の増大
○不妊治療の保険適用など新たな支援制
度の周知、利用促進

○地域における相談機能の充実
○産後ケア事業の取組や新生児に対する
検査体制の整備を促進

○コロナ禍による雇用情勢の悪化による
生活困窮家庭の増加

○法的解決が必要な相談の増加

○保護者の就労支援対策の推進
○子ども食堂など居場所づくりの推進
○弁護士による専門的な相談機能の強化

○ヤングケアラー支援の充実
○措置を要する子どもの権利を守る取組
○養護施設退所者への必要な支援

○札幌市・全国では虐待相談件数が過去
最多。コロナ禍での潜在化も懸念

○未然防止・早期発見対策の強化が急務

○児童福祉司・保健師による支援の充実
○SNSを活用した新たな相談機能の活用
○一時保護所の環境改善

○ヤングケアラーの認知度向上と相談支援
○子どもの意見表明支援への取組
○児童福祉施設での第三者評価の実践
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Ⅰ 少子化対策の推進と子育て世代への支援の充実
【現状】
○少子化傾向の継続に加え、新型コロナの長期化で、生活環境・経済活動にも影響、若い世代の経済的・精神的不安も。
○生涯未婚率の状況、妊娠届出件数の減少、合計特殊出生率の低下など、少子化の更なる進行も懸念。

○地域少子化対策強化事業 （9,498千円）

•婚活中の道民と移住を検討している首都圏在住
者とのオンラインによるマッチングイベントを開催

•子育て世帯優先マークの創設など子育てバリアフ
リーの促進

○ユースプランナー登録制度（非予算事業）
•結婚支援・子育て支援策に若者世代の意見 を
反映し、関連事業の効果的な実施方法や新た
な施策検討に向けた意見を募集
→道内の大学生100名を登録（目標）
SNSを活用して、定期的に双方向のやり取り

○特定不妊治療費助成事業 (482,325千円)
• R4.4からの保険適用以前の治療開始者に助成

○不育症治療費助成事業 (4,949千円)
•国の助成対象外となる検査、治療に要する医療
費を対象に、所得制限を設けず助成

○子どもの死因分析調査事業 (8,549千円)
•子どもの死因を分析し予防策を検討

○産後ケア事業
•退院直後の母子に対して心身のケアや育児サ
ポートを実施

○新生児聴覚検査事業（271千円）
•聴覚障がい児の早期発見・早期療育が確実とな
るよう体制を整備

○３歳児検診時の視覚検査の充実
• 弱視の発見率向上のための検査機器の整備

【関連指標】

【施策展開のポイントと主要事業】

結婚・子育てについて、時代のニーズや
若者世代の意識に即した取組の充実

子どもを持つことを希望する者の支援や
出産後の母子に対するサポートの充実

○子育て支援対策事業 (2,097,073千円)

•待機児童解消に向けた保育の受け皿の整備

•保育の担い手確保のため、魅力ある情報発信の
強化や業務軽減に向けたＩＣＴの活用を推進

•子育て世代包括支援センターの整備促進や母
子保健と児童福祉の一元的なマネジメント体制
の構築による子育て世帯への相談対応の充実

•訪問家事育児支援、妊産婦、子育て世帯や子
どもを対象とした家庭支援を推進

○保育士確保対策事業費（139,180千円）

•保育士資格の取得を目指す学生への修学支援、
保育補助者の雇上支援、未就学児のいる保育
士への預かり支援、潜在保育士への就職支援

H7 H17 H27 H30 R1 R2 対前年

全 国 1.42 1.26 1.45 1.42 1.36 1.33 ▲0.03

北海道 1.31 1.15 1.31 1.27 1.24 1.21 ▲0.03

札幌市 1.15 0.88 1.18 1.14 1.12 1.09 ▲0.03

H30 R1 R2

婚姻件数 22,916 23,417 20,904

妊娠届出件数 32,749 31,717 29,615

H27 R2

男性 23.48 25.7

女性 17.22 19.2

婚姻件数・妊娠届出件数

合計特殊出生率

生涯未婚率 (%)(件)

保育サービスなど子育て支援基盤の
着実な整備と家庭支援機能の充実

認定こども園 110 493 495

延長保育 733 975 1,008

病児・病後児保育 45 69 82

放課後児童クラブ 987 1,042 1,069

地域子育て支援拠点 383 412 423

ファミリーサポートセンター 53 69 67

待機児童者数 94 68 0

保育士 常勤者数 13,806 14,556 15,048

保育士 登録者数 65,172 67,698 69,862

保育基盤の整備
H27 R2設置数等

保育人材の確保

H30 R1 R2R4目標
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Ⅱ 子どもの貧困対策の推進とひとり親家庭への支援の充実

【現状】
○新型コロナウイルス感染症により、労働時間の減少など、ひとり親家庭の経済状況にも影響が及んでいることが想定される
○第二期貧困対策推進計画で掲げた数値目標の達成に向け、関連施策を着実に推進

【関連指標】 【施策展開のポイントと主要事業】

項 目 現状値
R6
目標

生活保護世帯の子の高校進学率 96.6% 99.3%

〃 大学進学率 36.7% 50.0%

児童養護施設の子の高校進学率 96.6% 99.3％

ひとり親家庭

電気・ガス料金等の未払い経験 20.8% 減少

必要な食料が買えなかった経験 43.6％ 減少

親の就業率 (母子家庭) 77.6% 80.0%

親の正規職員の割合(母子家庭) 41.4% 44.4%

養育費を取り決めている割合（母子） 58.4% －

◎現行計画の中間評価

◎先進例等の情報収集・分析

◎次期計画の骨格検討

◎新型コロナウイルス感染症など、

社会情勢の変化を踏まえた

現行計画の改定

Ｒ５ Ｒ６

■指標達成のための取組

◇ひとり親家庭の困りごとや悩み等の相談相手を確保すると
ともに、養育費の取り決めを行う家庭を増加させるため、
相談窓口の周知や専門性の高い相談にも対応

◇母子世帯の就業率や正規職員の割合の向上のため、
就業や正規雇用につながる資格取得を支援

◇子どもの居場所の設置促進のため、新規開設に係る相談
対応や安定的な運営に向けた研修を継続するとともに、
民間と連携した支援などを推進

★ひとり親家庭の生活実態の把握

★ひとり親家庭への支援

◎ ひとり親家庭相談窓口強化事業（941千円）
養育費の確保など法的支援が必要な相談事例に対応していくため、本庁に弁護士

１名を配置し、母子・父子自立支援員をバックアップする体制を構築

◎ 母子家庭等自立支援給付金支給等事業（36,587千円）
デジタル分野や介護分野など就労につながる職業訓練の受講を促進するため、対象
となる資格拡大と期間の緩和措置を継続

★ 子どもの居場所への支援

○ 子どもの貧困対策ネットワーク事業（6,073千円）
子ども食堂の開設に向けた相談対応や運営事業者に対する研修、ネットワークを活用
した食材支援などにより「子どもの居場所」の安定的な運営を支援
○ 子どもの居場所支援整備・臨時特例事業（142,996千円）
学齢期以降の子どもの居場所の整備費等を支援するとともに、子ども・家庭の状況をア
セスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の子どもの居場所に関する総合的な支援

◎ ひとり親家庭等実態調査事業（3,660千円）
【国】 Ｒ３に５年ごとの全国調査を実施

（R4.12目途で公表、都道府県別内訳は非公表）
【道】 国調査と同様、前回調査から５年後の調査を実施し、傾向を分析。
→既存施策の見直し、新たな施策の検討、次期計画の基礎資料に活用
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Ⅲ ヤングケアラー支援と子どもの権利の尊重
【現状】
○本来、大人が担うべき家事や家族の世話を担う子ども（ヤングケアラー）の存在が社会問題化し、支援について国の方針も決定
○児童福祉法の改正により子どもの意見表明権の確立や権利擁護への取組を具体化

【施策展開のポイントと主要事業】

★今後の動き
◎令和4～6年度の3年間を認知度向上の「集中取組期間」に設定
◎早期発見・支援に向けた現状把握の推進と研修機会の拡大
◎相談対応・各種支援策のあり方検討の実施

★道の取組
◎「北海道ケアラー支援条例」の施行（Ｒ4.4.1）
◎以下の３つを条例に基づく施策の柱に各種取組を推進
・ケアラー支援の必要性に関する普及啓発・道民理解の促進
・ケアラーの早期発見・相談機会の確保
・支援にむけた地域づくりの推進

★ヤングケアラー支援体制強化事業(17,301千円)
▽児童福祉関係職員等に対する研修の実施
→児童福祉関係職員等を対象に各児童相談所圏域で各1回

▽ヤングケアラー支援のための相談窓口の開設、コーディネーターの配置
→当事者の相談、関係機関との調整機能を担う専門職員を確保

▽ヤングケアラー同士の交流の場となるオンラインサロンの開設
▽全道の大学生・小学生を対象とした実態調査（約17万人）

ヤングケアラーへの支援の充実

主な調査結果 中2 高２

質問項目 道 国 道 国

「ヤングケアラー」という言葉を知らない 75.4 84.2 72.7 86.8

家庭に自身が世話している者がいる 3.9 5.7 3.0 4.1

そのうちほぼ毎日世話をしている者 57.3 45.1 46.4 47.6

世話について相談経験のある者 13.7 21.6 19.3 23.5

子どもの権利の尊重

◎厚労省 子どもの権利擁護に関するWT報告書（R3.5）のポイント
❶子ども意見表明権の保障
・措置、一時保護における決定時等に子どもの意見を聴くこと
・子どもの意見表明を支援する環境の整備
❷政策決定プロセスへの子ども参画
・子どもや社会的養護経験者の意見が、制度・政策に反映される仕組みづくり等
❸権利擁護の仕組み
・子ども家庭福祉分野での個別の権利侵害を救済していく仕組みの構築
❶❷については、まずは児童相談所の関わる子どもを念頭に仕組みを検討

★子どもの権利擁護実証モデル事業(10,000千円)
▽児童相談所での子どもへの訪問相談、権利侵害に関する調査、
権利擁護の普及啓発を担う「子どもの権利擁護専門員」を１名配置

社会的養育の質の向上

◎社会保障審議会社会的養育専門委員会 報告書抜粋（R4.2）
20歳など年齢にかかわらず、児童の置かれている状況や関係機関との調整も
踏まえ、必要と判断する時点まで自立支援を提供し、その費用を国が負担
社会的養護を経験した者の実態を調査し、把握に努める

★社会的養護従事者処遇改善事業(59,067千円)
▽児童養護施設従事者の賃金改善（1人当たり9,000円）を支援
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Ⅳ 児童虐待防止対策の推進と対応力の強化
【現状】
○ 全国や道内児相における児童虐待相談対応件数は増加傾向が続いており、児童虐待防止対策は喫緊の課題
○ 国は、児相や市町村の相談体制強化を盛り込んだ計画（新プラン、R1～R4年度）を策定。（職員増員はR3に前倒し）

○ 道は、新プランに基づき、児童福祉司等の増員や職員の資質向上、市町村の体制強化支援等の取組を推進

【施策の展開方針と主な事業】
○相談機能の充実・・・・SNSを活用した相談支援システムの運用を開始。悩みや孤独・不安のある子どもや保護者が気軽に相談できる環境を整備

○児童相談所の市町村支援機能の更なる強化・・・市町村の体制と専門性強化を支援し、虐待の未然防止・早期発見、発生時の適切な対応、虐待を受けた子どもの

自立支援まで、切れ目なく支援。新たに保健師を配置し、子どもに対する健康面・発達支援面でのケアを充実

○一時保護所の環境改善・・・・・・職員の増員に伴い狭隘化している児童相談所の改修を実施

★相談対応件数の推移

★児童虐待防止対策等推進事業費(179,195千円)
＜未然防止＞
・市町村母子保健担当者への研修など
＜適切な保護・支援＞
・児家センの運営委託（８カ所）や里親制度の普及啓発・研修など
＜相談体制強化＞
・児相職員の階層別専門研修、活動車両や備品類の購入経費など ★SNS相談委託事業費（11,330千円）

◎児童福祉法の改正に伴い、児相保健師の配置がR4から義務化
・市町村保健師や医療機関等との連携の下、育児相談や保健指導、被虐待児
及びその家族等に対する在宅支援
・子どもの健康・発達面に関するアセスメントやケア など

★児相保健師の配置経費（57,198千円（会計年度職員））

児童相談所への保健師配置

      H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 

全     道    4,825 5,133 5,652 6,396 6,256 

 道  児  相  3,027 3,220 3,767 3,995 3,694 

札幌市児相  1,798 1,913 1,885 2,401 2,562 

全  国   122,575 133,778 159,838 193,780 205,029 

 

児童相談所の施設改修

◎狭隘化及び老朽化の著しい児童相談所について増築改修を行う
・旭川・室蘭児相：R4～R5設計、R6～R7改修・増築工事
・中央、函館、北見各児相は工事費（R4)を計上。
・岩見沢児相は改修済。帯広、釧路各児相は検討中。

★児童福祉施設管理費（794,269千円）

◎厚労省が開発したSNSを活用による全国統一の相談支援システムを１１月
から運用開始

◎365日受付可能とし、支援が必要な事案には速やかに対応

児童虐待防止対策等推進事業 SNS相談委託事業
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