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こどもまんなか社会の実現① ～こども家庭庁の創設～

１．こども家庭庁創設の背景
（１）こどもや若者に関する施策は、着実に進められてきたものの、少子化、人口減少に歯止めがかからない現状。
（２）一方、児童虐待の相談対応件数（約20.5万件）や不登校（約19.6万人）が過去最多、こどもの自殺者数

（約800人）も平成以降で最多となるなど、こどもを取り巻く状況は深刻。
（３）制度や組織の縦割りがもたらす弊害、特定の年齢で支援が途切れる年齢の壁。

２．こども家庭庁創設の目的
〇 こどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて、こどもの視点でこ

どもを取り巻くあらゆる環境を視野にいれ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず健やかな成長を社会
全体で後押し。そのための司令塔としてこども家庭庁を創設。

① こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案

② 全てのこどもの健やかな成長、well-beingの向上

③ 誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援

④ こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年齢の壁を克服
した切れ目ない包括的な支援

⑤ 待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に支援が確実に届くよ
うプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換

⑥ データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCAサイクル（評価・改善）

今後のこども政策の基本理念

上記「こども政策の基本理念」を踏まえ、こども家庭庁の発足を待つことなく、
令和４年度からこども政策の充実に取り組む。 1



１．こども視点に立った強い司令塔（各省庁より一段高い立場から、こども政策を一元的に企画・立案・総合調整）

２．こども・子育て当事者視点、地方自治体や民間団体の意見反映など現場感覚を伴った政策立案・実施

３．こどもや若者、家庭に対するアウトリーチ型・伴走型支援、プッシュ型の情報発信

４．こども政策を強力に進めるための思い切った予算の充実には、将来世代の負担を考慮しつつ、安定した財源を確保
していく必要。そのために、政府をあげて、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅
広く検討を進め確保へ。 2

こどもまんなか社会の実現② ～こども政策の基本的な考え方～

〇支援の「受け手」は、同時に、将来の支援の「支え手」

⇒ ・こどもへの投資は、最も効果の大きい投資ともいえるのではないか
・消費の拡大、さらには我が国の魅力向上にもつながるのではないか

※しかしながら、この我が国を支えるこどもの数が毎年減少し、静かな「有事」とも言うべき危機的な状況が進行中
（出生数 過去最少の84万835人）

こども政策の強力な推進

こどもまんなか社会

好循環

こども政策は未来への投資

出生数（人口動態統計（厚生労働省））

２０２０年 ８４万 ８３５人 ←過去最小！

（▲２万４，４０４人）

２０１９年 ８６万５，２３９人

支援の
受け手

支援の
支え手

⇒ こども政策の充実は、社会の持続的発展を確保するための待ったなしの課題

個人消費の担い手
投資意欲の向上



こどもまんなか社会の実現③ ～こども政策の強力な推進～

 結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を目指し、少子化を克服

若い世代の結婚や妊娠への不安や障壁の解消（地方自治体による総合的な結婚支援の取組に対する支援、結婚を
希望する人を支え、子育て世帯を優しく包み込む社会的機運の醸成）

子育てや教育に関する経済的負担の軽減
妊娠前から妊娠・出産、子育て期にわたる切れ目ない支援の充実（産後ケア事業の全国展開、こども家庭セン
ターの全市町村へ展開など）

地域における子育て支援

 全てのこどもに、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供

就学前の全てのこどもの育ちの保障、幼児教育・保育の確保と質の向上
未就園児へのアウトリーチ支援の推進
家庭・学校以外の多様な居場所づくり（こども食堂、学習支援の場など）の推進
こどもの安全を確保するための環境整備（日本版DBSの導入に向けた検討）
こどもや若者にとって身近なＳＮＳを活用した意見聴取などこどもや若者から直接意見を聴く仕組みや場づくり

 成長環境にかかわらず、誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障

児童虐待防止対策の更なる強化
社会的養護を必要とするこどもに対する支援の充実（家庭養育の推進・自立支援の強化など）
真に支援を要するこどもや家庭に対するプッシュ型の支援のためのデータ連携
医療的ケア児支援センター開設支援、児童発達支援センターの機能強化など障害児支援の充実
いじめ防止に資する地域における相談体制などの整備
市町村における家庭・養育環境支援の強化
切れ目ない包括的な支援を届けるための地域ネットワークづくりの推進（子ども・若者支援地域協議会の設置促
進、要保護児童対策地域協議会との有機的連携） 3
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平成27年（2015年） 令和２年（2020年）

合計特殊出生率 1.45 1.33

出生数 1,005,677人
840,835人

（過去最少）

婚姻件数 635,156組
525,507組

（戦後最少）

20歳未満の自殺者数 554人
777人

（平成以降で最多）

児童相談所における児童虐待
相談の対応件数

103,286件
205,029件

（過去最多）

いじめの重大事態件数 314件 514件

小中学校における不登校者数 125,991人
196,127人

（過去最多）

こども関連の近年の指標の状況
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こども（心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。）が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割
の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福
祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、
当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び
組織に関する事項を定める。

こども家庭庁設置法案の概要

１．内閣府の外局として、こども家庭庁を設置

２．こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする

３．こども家庭庁の所掌事務

⑴ 分担管理事務（自ら実施する事務）
・小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立
案並びに推進
・子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援
・こどもの保育及び養護
・こどものある家庭における子育ての支援体制の整備
・地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進
・こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
・こどもの保健の向上
・こどもの虐待の防止
・いじめの防止等に関する相談の体制など地域における体制の整備
・こどもの権利利益の擁護（他省の所掌に属するものを除く） 等

⑵ 内閣補助事務（内閣の重要政策に関する事務）
・こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現のための基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整
・結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整
・子ども・若者育成支援に関する事項の企画及び立案並びに総合調整

４．資料の提出要求等
・こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力
を求めることができることとする

５．審議会等及び特別の機関
・こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議する審議会等を設置することにより、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等やその機能を移管

６．施行期日等
・令和５年４月１日
・政府は、この法律の施行後５年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家
庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

趣旨

概要
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こども家庭庁の必要性、目指すもの

 こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立って、こども政策に強力かつ専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣が
必要

 こどもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができる社会の実現に向けて、こどもと家庭の福祉の増進・保健の向上等の支
援、こどもの権利利益の擁護を任務とするこども家庭庁を創設

 こどもにとって必要不可欠な教育は文部科学省の下で充実、こども家庭庁と文部科学省が密接に連携

強い司令塔機能

 総理直属の機関として、内閣府の外局とし、一元的に企画・立案・総合調整（内閣補助事務）
 各省大臣に対する勧告権等を有する大臣を必置化
 総理を長とする閣僚会議を一体的に運営、大綱を一体的に作成・推進

法律・事務の移管・共管・関与

 主としてこどもの福祉・保健等を目的とするものは移管
内閣府の子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関する事務や子ども・子育て本部が所掌する事務、
文部科学省の災害共済給付に関する事務、厚生労働省の子ども家庭局が所掌する事務や障害児支援に関する事務などを移管

 こどもの福祉・保健等とそれ以外の政策分野を含んでいるものは共管
 国民全体の教育の振興等を目的とするものは、関係府省庁の所管としつつ、個別作用法に具体的な関与を規定するほか、総合調整

新規の政策課題や隙間事案への対応

 各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策課題に取り組む

体制と主な事務

成育部門
 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等
 就学前の全てのこどもの育ちの保障
（幼稚園教育要領、保育所保育指針の双方を文部科学省
とともに策定（共同告示） など）

 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり
 こどもの安全

支援部門
 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克
服した切れ目ない包括的支援

 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援
 こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
 障害児支援
 いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

 こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整
 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
 データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善

企画立案・総合調整部門

こども家庭庁の創設について
（こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について（令和３年12月21日閣議決定））

施行期日  令和５年４月１日 7



こども家庭庁の必要性、目指すもの

 こども政策を更に強力に進めていくため、常にこどもの視点に
立ち、こどもの最善の利益を第一に考え、こどもまんなか社会
の実現に向けて専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣
が必要。

 新たな行政組織として、こどもが、自立した個人としてひとし
く健やかに成長することができる社会の実現に向けて、こども
と家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利利益
の擁護を任務とするこども家庭庁を創設。

 こどもにとって必要不可欠な教育は文部科学省の下で充実。こ
ども家庭庁と文部科学省が密接に連携。

こども家庭庁の基本姿勢

①こどもの視点、子育て当事者の視点
こどもや若者の意見を年齢や発達の程度に応じて政策に

反映。子育て当事者の意見を政策に反映。

②地方自治体との連携強化
現場のニーズを踏まえた先進的な取組を横展開し、必要に

応じ制度化。人事交流の推進。定期的な協議の場の設置。

③ＮＰＯをはじめとする市民社会との積極的な対話・
連携・協働
ＮＰＯ等の様々な民間団体や、民生・児童委員、青少年相

談員、保護司等とのネットワークの強化。民間人の積極登用。

強い司令塔機能

 内閣総理大臣の直属の機関として、内閣府の外局に。
 これまで別々に担われてきた司令塔機能をこども家庭庁に一本化し、就学前の全てのこどもの育ちの保障や
全てのこどもの居場所づくりなどを主導する。

 各省大臣に対する勧告権等を有するこども政策を担当する内閣府特命担当大臣を必置化。
 別々に運営されてきた総理を長とする閣僚会議を一体的に運営。
 別々に作成・推進されてきた大綱を一体的に作成・推進。

法律・事務の移管・共管・関与

 主としてこどもの権利利益の擁護、こどもや家庭の福祉・保健等の支援を目的とするものは移管。
 こどもの権利利益の擁護、こどもや家庭の福祉・保健等の支援とそれ以外の政策分野を含んでいるものは共管。
 国民全体の教育の振興等を目的とするものは、関係府省庁の所管としつつ、個別作用法に具体的な関与を規定
するほか、総合調整。

新規の政策課題や隙間事案への対応

 こども政策に関し他省に属しない事務を担い、各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うと
ともに、新規の政策課題に取り組む。
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こども家庭庁の創設について（イメージ）

こども家庭庁の創設により、
〇 こどもと家庭の福祉・保健その他の支援、こどもの権利利益の擁護を一元化
〇 年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援を実現
〇 就学前の育ちの格差是正
〇 こども・子育て当事者の視点に立った政策の実現（プッシュ型情報発信、伴走型支援）

妊
産
婦
支
援
（
産
後
ケ
ア
含
む
）

困難な状況にあるこども支援（児童虐待、貧困、ひとり親、ヤングケアラー、障害児、高校中退、非行等）

妊
娠
相
談
・
支
援

こどもの居場所
（放課後児童クラブ、こども食堂、学習支援の場、青少年センター等）

こどもの心のケア

子
育
て
支
援

（
未
就
園
児
）

妊娠前 乳幼児期（～5歳） 学齢期以降（6歳～）
妊娠期
～産後

18歳
以降

幼稚園
（特別支援学校を含む）

義務教育
（特別支援学校を含む）

高校教育
（特別支援学校を含む）

大学等

児童手当（15歳まで）

こどもの安全（事故防止、災害共済給付、性被害防止等）

母子保健

こどもの居場所づくり指針

こどもに対する医療周産期医療

厚労省

厚労省

厚労省

厚労省 内閣府 内閣府 内閣府

内閣府

新規

厚労省

厚労省 内閣府 厚労省 厚労省・文科省 厚労省 警察庁・法務省と連携

消費者庁・内閣府 文科省 新規

認定こども園

保育所

内閣府
※文科省・厚労省と共管

厚労省

就学前こども育ち指針 新規

いじめ・不登校 文科省と連携

9



各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較
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日本 アメリカ ドイツ フランス イギリス スウェーデン

資料：国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」（2019 年度）

注１．計上されている給付のうち、主なものは以下のとおり（国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」巻末参考資料より抜粋）。
・児童手当…………………現金給付、地域子ども・子育て支援事業費 ・雇用保険 …………………育児休業給付、介護休業給付等
・社会福祉…………………特別児童扶養手当給付費、児童扶養手当給付費、保育対策費等 ・生活保護 …………………出産扶助、教育扶助
・協会健保、組合健保……出産手当金、出産手当附加金 ・就学援助、就学前教育……初等中等教育等振興費、私立学校振興費等
・各種共済組合……………出産手当金、育児休業手当金等

２．日本は2019年度、アメリカ、フランスは2018年度、ドイツ、イギリス、スウェーデンは2017年度
３．諸外国の社会支出は、2021年5月24日時点の値

：日本の合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、各国の合計特殊出生率はOECD Family Databaseにより作成。

（参考） 各国の国民負担率（対国民所得比）は、日本（2022年度）46.5％、アメリカ（2019年）32.4％、ドイツ（2019年）54.9％、フランス（2019年）67.1％、
イギリス（2019年）46.5％、スウェーデン（2019年）56.4％。 （出典：財務省「国民負担率の国際比較」）

(%)

 我が国の家族関係社会支出の対GDP比は、保育の受け皿拡大などにより、着実に増加してきた
が、2019年度は1.73％となっている。

 国によって、国民負担率などが異なることから、単純に比較することは適当ではないものの、
出生率の回復を実現した欧州諸国と比べて低水準。

 少子化の進展が国民共通の困難であることに鑑み、更に強力に少子化対策を推し進めるために
必要な安定財源の確保について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方
を含め、幅広く検討を進めていくことが必要。

※このほか、2019年10月からは幼児

教育・保育の無償化（平年度で約
8,900億円、約0.16％相当）を実施
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※日本においては、５年間で着実に
増加
1.18％（2014） → 1.73％（2019）
６兆1,624億円 ９兆6,730億円

合計特殊出生率 1.33
（2020年）

1.71
（2019年）

1.54
（2019年）

1.8
（2020年）

1.63
（2019年）

1.66
（2020年）
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婚姻・離婚件数の年次推移

婚姻・離婚の動向①
・離婚件数は、1960年代と比較して大幅に増加。
・全婚姻件数に占める再婚件数の割合は、1970年代以降、上昇傾向。
近年は、婚姻の約４件に１件が再婚となっている。

（出典）厚生労働省「人口動態調査」より内閣府男女共同参画局作成。

年

（万件）

婚姻件数

離婚件数

（％）

全婚姻件数に占める再婚件数の割合
（右目盛り）

※再婚件数：夫婦とも再婚又はどちらか一方が再婚

離婚・再婚の動向
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婚姻・離婚の動向①男女の寿命について

男 女

90歳時
生存割合 28.4% 52.5%

95歳時
生存割合 11.1% 28.3%

平均寿命 81.64歳 87.74歳

死亡年齢
最頻値（※）

88歳 92歳

100歳以上
の人口 9,766人 69,757人

105歳以上
の人口 715人 5,800人

（※）「死亡年齢最頻値」は死亡者数が最も多い年齢

出典：100歳以上の人口及び105歳以上の人口については総務省「令和２年国勢調査」、その他については厚生労働省「令和

２年簡易生命表の概況」 12



給与額の男女間格差

・給与金額は、正社員同士、
非正規雇用労働者同士で
比較しても、全体としてみると、
男女間に差。
年齢が高まるにつれて
その差が拡大。
・給与金額は、同じ職業、
勤続年数であっても、
男女間で差。

（厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査」より作成）
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システムコンサルタント
・設計者

女

男

（千円／月額）
（千円／月額）

（勤続年数）
（勤続年数）

所定内給与額（雇用形態別・年齢階級別）

435.3

303.6

266.7

200.6
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(千円／月額）

正社員・正職員以外（女性）

正社員・正職員（女性）

正社員・正職員以外（男性）
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政府一体となって対策を推進

○ 長引くコロナ禍の影響により、孤独・孤立の問題が社会問題として一層深刻化・顕在化
→ 令和３年２月より、孤独・孤立対策担当大臣が司令塔となり、政府一体となって孤独・孤立対策を推進
→ 孤独・孤立対策推進会議（全省庁の副大臣で構成）を開催し、総合的・効果的な対策を検討・推進

○ 孤独・孤立対策の重点計画を令和３年12月に策定（推進会議で決定）

孤独・孤立対策の主な取組

NPO等との連携

○ 孤独・孤立対策に取り組むNPO等に対し、「16か月予算」の考えのもと、支援対象やスキームの拡充強化
を図りながら、令和４年度予算案と令和３年度補正予算を合わせて63億円を用意し、安定的・継続的に支援

○ 「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」を令和４年２月に設立

ソーシャルセクターとの連携強化・育成

ＮＰＯ等のソーシャルセクターとの連携を一層強化し、孤独・孤立対策をさらに前進させる

 休眠預金等活用制度においては、民間の公益活動の自立した担い手の育成や、民間の公益活動に係る資金を調達できる環境

休眠預金等活用制度による支援

ソーシャルセクターの育成

ソーシャルセクターの育成につながるよう休眠預金等活用制度の活用などに取り組む

○ 2018年に創設した休眠預金等活用制度により、孤独・孤立対策や子どもの貧困対策など、NPOをはじめと
する民間団体の活動支援を推進

○ ソーシャルセクターの重要性を踏まえ、先月策定の「2022年度 基本計画」では、「ソーシャルセクターの
発展支援」を新たに明記
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