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　思春期の各段階を経て、おとなになるまでの一連の成長の過程をいい、「成育医療等」とは、
妊娠、出産および育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する
問題等を包括的にとらえて適切に対応する医療および保健ならびにこれらに密接に関連する
教育、福祉等にかかるサービス等をいう。

⑵　国等の責務
　　国は、成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有し、地方公共

団体は、成育医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に
応じた施策を策定し、実施する責務を有することとされた。

⑶　成育医療等基本方針
　　政府は、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（成育医療

等基本方針）を定めなければならないこととされた。
⑷　成育医療等協議会
　　厚生労働省に成育医療等協議会を置き、成育医療等基本方針の案を作成しようとするとき

は、同協議会の意見を聴くものとされた。
【主な関係巻】③『子ども家庭福祉』第 ４講

３ 　特別養子縁組にかかる改正
　特別養子縁組の成立要件を緩和すること等で制度の利用を促進するため、2019（令和元）年
６ 月 14 日に「民法等の一部を改正する法律」が公布された。改正の概要は以下のとおりであ
る（2020（令和 2 ）年 4 月 1 日施行）。
⑴　民法の改正
　　特別養子縁組の成立の請求が可能な養子候補者の年齢が、原則 ６ 歳未満から 15 歳未満に

まで引き上げられた。ただし、15 歳に達する前から養親候補者が引き続き養育している場
合で、やむを得ない事由により 15 歳までに特別養子縁組の成立の請求がなされなかった場
合は、例外として 15 歳以降も請求をすることができる（ただし、18 歳に達した者は、特別養子縁

組の養子となることはできない）。
　　なお、養子候補者が 15 歳に達している場合は、特別養子縁組の成立には、養子候補者の

同意がなければならない。
⑵　家事事件手続法および児童福祉法の改正
　　従来は、養親候補者の申立てにより、特別養子縁組の成立の審判が行われていた。しかし、

審判確定まで実親による同意の撤回ができることや、実親と対立して実親による養育状況が
不適当であることを立証しなければならないことなど、養親候補者にとっては負担が大きい
ものであった。そこで、以下のように見直された。
①　二段階手続の導入

　　　実親による養育状況や実親の同意の有無等を判断する「特別養子適格の確認の審判」（第
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1 段階）と、養親候補者が養親として適当であるかを審理する「特別養子縁組の成立の審判」
（第 2 段階）の 2 段階の審判で特別養子縁組が成立することとなった。実親は、第 2 段階の
審判には関与できない。

　　　養親候補者が第 1 段階の審判を申し立てるときは、第 2 段階の審判と同時に申し立てな
ければならない。また、家庭裁判所は、手続きの長期化を防止する観点から 2 つの審判を
同時に行うことができる。

②　児童相談所長の関与
　　　養親候補者のほか、児童相談所長も第 1 段階の手続きの申立人または参加人として主

張・立証できることとなった。
③　同意の撤回制限

　　　実親の同意は、同意をした日から 2 週間経過後は撤回できなくなる。
主な改正点

改正前 改正後

養子候補者の
上限年齢

6歳未満
（例外として 8歳未満も可能）

15歳未満
（例外として18歳未満も可能）

審判 養親候補者による申立て
⇒特別養子縁組の成立の審判（ 1回）

養親候補者または児童相談所長による申立
て
⇒特別養子適格の確認の審判＋特別養子縁
組の成立の審判の 2段階の審判（同時に行
うことも可能）

実親の同意 審判確定までは撤回できる 2週間経過後は撤回できない

【主な関係巻】③『子ども家庭福祉』第 11 講
⑥『社会的養護Ⅰ』第 ４講 
⑱『社会的養護Ⅱ』第 ８講 

４ 　児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の改正
　児童虐待防止対策の強化を図り、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化および関係機関間
の連携強化等の措置を講ずるため、2019（令和元）年 ６ 月 2６ 日に「児童虐待防止対策の強化を
図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布された。以下、特に施行日の記載がな
いものは、2020（令和 2 ）年 4 月 1 日施行である。
⑴　児童福祉法の改正
　①　児童相談所長、児童福祉施設長、小規模住居型児童養育事業における養育者および里親

は、監護、教育および懲戒に関し必要な措置をとることができる児童に対し、体罰を加え
ることはできないこととされた。

　②　都道府県（児童相談所）の業務として、児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除
後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握等の措置により、児童の安全を確保
することが規定された。
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　③　児童福祉審議会が、児童、妊産婦および知的障害者、これらの者の家族・関係者の意見
を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、おかれている環境等に配慮しなけ
ればならないこととされた。

　④　都道府県は、児童相談所がその業務のうち、保護者の児童虐待等の場合の措置など、法
律に関する専門的な知識・経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言・指導
のもとで適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置またはこれに準ずる
措置を行うものとすることとされた。また、児童の健康および心身の発達に関する専門的
な知識・技術を必要とする指導をつかさどる所員のなかには、医師および保健師が、それ
ぞれ 1 人以上含まれなければならないこととされた（2022（令和 4 ）年 4 月 1 日施行）。

　⑤　児童相談所の児童福祉司の数の基準は、管轄区域内の人口、児童虐待にかかる相談に応
じた件数等の条件を総合的に勘案して政令で定めるものとすることとされた。

　⑥　児童福祉司および指導教育担当児童福祉司（スーパーバイザー）の任用要件が見直され、
児童心理司の配置基準の法定化により、職員の資質の向上が図られた。

　⑦　都道府県知事は、児童相談所が行う業務の質の評価を行うことなどにより、業務の質の
向上に努めなければならないこととされた。

　⑧　児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口等の社会的条件について政令で定める基準
を参酌して都道府県が定めるものとすることとされた（2023（令和 5 ）年 4 月 1 日施行）。

　⑨　要保護児童対策地域協議会から資料または情報の提供等、必要な協力の求めがあった場
合には、関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないこととされた。

⑵　児童虐待の防止等に関する法律の改正
　①　児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることにより児童を懲戒し

てはならないこととされた。
　②　都道府県は、保護者への指導を効果的に行うため、児童の一時保護等（介入的対応）を

行った児童福祉司等以外の者に当該児童にかかる保護者への指導を行わせることなどの措
置を講じなければならないこととされた。

　③　都道府県知事または児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について指導を行う場合
は、児童虐待の再発を防止するため、医学的または心理学的知見に基づく指導を行うよう
努めるものとすることとされた。

　④　都道府県知事が児童虐待を受けた児童についてとられた施設入所等の措置を解除しよう
とするときの勘案事項に、児童の家庭環境が明記された。

　⑤　国および地方公共団体による児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、強化
を図るべき関係機関間の連携の例示として、関係地方公共団体相互間ならびに市町村、児
童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、学校および医療機関の間の連携が
明記された。

　⑥　児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、婦人相談所、教育委
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員会および配偶者暴力相談支援センターが、早期発見に努めなければならない者に警察官
および婦人相談員が加えられた。

　⑦　学校、児童福祉施設の職員等は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐
待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないこととされた。

　⑧　児童虐待を受けた児童が住所等を移転する場合に、移転前の住所等を管轄する児童相談
所長は移転先の児童相談所長に速やかに情報提供を行うとともに、情報提供を受けた児童
相談所長は要保護児童対策地域協議会が速やかに情報交換を行うことができるための措置
等を講ずるものとされた。

⑶　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正
　　DV 被害者およびその同伴する家族の保護を行うにあたって、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるべき関係機関に児童相談所が含まれるこ
とが明記された。

【主な関係巻】①『保育原理』第 ２講　　　　　　　　　　　　
③『子ども家庭福祉』第 ４講・第 ５講・第 ９講　
④『社会福祉』第 ３講　　　　　　　　　　　　
⑤『子ども家庭支援論』第 ４講・第 1４ 講・第 1５ 講
⑥『社会的養護Ⅰ』第 ３講・第 ６講・第 1４ 講　 
⑮『乳児保育Ⅰ・Ⅱ』第Ⅰ部第 1５ 講　　　　　 
⑯『子どもの健康と安全』第 1３ 講　　　　　　 
⑱『社会的養護Ⅱ』第 1５ 講　　　　　　　　　 
⑲『子育て支援』第 1３ 講　　　　　　　　　　 

５ 　母子保健法の改正
（2019（令和元）年 12 月 ６ 日法律第 ６9 号、公布日から 2年以内において政令で定める日から施行）

　市町村は、心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話または育児に関する指導、相談そ
の他の援助を必要とする出産後 1 年を経過しない女子および乳児につき、次に掲げる「産後ケ
ア事業」を行うよう努めなければならないこととされた。

①　病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設で、産後ケアを行うもの（産後

ケアセンター）に産後ケアを必要とする出産後 1 年を経過しない女子および乳児を短期間入
所させ、産後ケアを行う事業

②　産後ケアセンターその他の厚生労働省令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後 1
年を経過しない女子および乳児を通わせ、産後ケアを行う事業

③　産後ケアを必要とする出産後 1 年を経過しない女子および乳児の居宅を訪問し、産後ケ
アを行う事業

【主な関係巻】③『子ども家庭福祉』第 7講 
⑤『子ども家庭支援論』第 1３ 講
⑪『子どもの保健』第 ３講　 
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６ 　子ども・子育て支援法の改正（幼児教育・保育の無償化）
　幼児期の教育および保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設することで、子育て
を行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、2019（令和元）年 5 月 17 日に「子ども・子育て支
援法の一部を改正する法律」が公布された。改正の概要は以下のとおり（一部を除き、2019（令

和元）年 10 月 1 日施行）。
⑴　基本理念の追加
　　子ども・子育て支援の内容および水準について、すべての子どもが健やかに成長するよう

に支援するものであって、良質かつ適切なものであることに加え、子どもの保護者の経済的
負担の軽減に適切に配慮されたものとする旨が基本理念に追加された。
⑵　対象施設等を利用した際に要する費用の支給
　　市町村は、次に掲げる①の対象施設等を②の支給要件を満たした子どもが利用した際に要

する費用（子育てのための施設等利用費）を支給する。

①　対象施設等
　　子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外

保育施設等であって、市町村の確認を受けたもの（すでに子どものための教育・保育給付の対象

となっている認定こども園、幼稚園、保育所等については、2019（令和元）年 5 月 31 日に子ども・子育

て支援法施行令が改正され、利用者負担が無償化された）。
②　支給要件
　　以下のいずれかに該当し、市町村の認定を受けた子ども。
　・3 歳から 5 歳まで（小学校就学前まで）の子ども
　・0 歳から 2 歳までの住民税非課税世帯に属し、保育の必要性がある子ども

⑶　費用負担
　　本給付に要する費用は、原則、国が 2 分の 1 、都道府県が 4 分の 1 、市町村が 4 分の 1 を

負担する。
　　2019（令和元）年度は、地方負担部分について子ども・子育て支援臨時交付金として全額

国費により補填する。
【主な関係巻】①『保育原理』第 ４講　　　　　　　　　　　　　　

②『教育原理』第 ４講　　　　　　　　　　　　　　
③『子ども家庭福祉』第 ２講・第 ４講・第 ５講・第 ６講
④『社会福祉』第 1２ 講・第 1４ 講　　　　　　　　　
⑤『子ども家庭支援論』第 ３講　　　　　　　　　　
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７ 　子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正
（2019（令和元）年 ６月 19 日法律第 41 号、2019（令和元）年 9月 ７日施行）

⑴　目的・基本理念の充実
　　目的規定に、①子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた対策であること、②貧困解

消に向けて児童の権利条約の精神にのっとり推進することが明記され、また、基本理念に、
❶子どもの年齢等に応じてその意見が尊重され最善の利益が優先考慮され健やかに育成され
ること、❷各施策を子どもの状況に応じ包括的かつ早期に講ずること、❸貧困の背景にさま
ざまな社会的要因があることを踏まえることが明記された。
⑵　子どもの貧困対策に関する大綱の記載事項の拡充等
　①　大綱の記載事項として、「一人親世帯の貧困率」および「生活保護世帯に属する子ども

の大学等進学率」とともに、検証評価等の施策の推進体制が明記された。
　②　子どもの貧困対策会議が大綱案の作成の際に、関係者の意見反映のための措置を講ずる

旨が規定された。
⑶　市町村による貧困対策計画の策定
　　市町村に対し、貧困対策についての計画を定める努力義務が課された。
⑷　具体的施策の趣旨の明確化等
　　教育支援における教育の機会均等が図られるべき趣旨の明確化、生活支援における子ども

への直接的な支援以外の支援も含む旨の強調、就労支援における就労後の職業生活も支援対
象となる旨の明確化、調査研究における指標に関する研究を行う旨の明確化がされた。

【主な関係巻】③『子ども家庭福祉』第 1講・第 ４講・第 10 講
④『社会福祉』第 ６講　　　　　　　　　　 

８ 　子の看護休暇・介護休暇の見直し
　半日単位での取得が可能となっていた子の看護休暇・介護休暇が、時間単位での取得が可能
となるよう見直された（2021（令和 3 ）年 1 月 1 日施行）。

【主な関係巻】③『子ども家庭福祉』第 ６講

９ 　成年被後見人等の欠格条項の見直し
　2019（令和元）年 ６ 月 14 日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化
等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、各法律において、成年被後見人及び被
保佐人（以下、成年被後見人等）を一律に排除する規定を設けている各制度について、個別的、
実質的な審査において判断する仕組みへの改正が行われた。保育等に関連する主なものは以下
のとおりである（以下の①・⑤については 2019（令和元）年 12 月 14 日施行、②～④については 2019（令

和元）年 ６ 月 14 日施行）。
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①　保育士
　　成年被後見人等に係る欠格条項を削除し、新たに、心身の故障等がある者に対する個別

的・実質的な審査によって適格性を判断する規定（以下、個別審査規定）を設ける。
②　養育里親および養子縁組里親
　　成年被後見人等に係る欠格条項を削除。
③　小規模住居型児童養育事業の養育者および補助者
　　成年被後見人等に係る欠格条項を削除し、新たに個別審査規定を設ける。
④　児童自立生活援助事業の指導員及び補助員
　　成年被後見人等に係る欠格条項を削除し、新たに個別審査規定を設ける。
⑤　教員
　　成年被後見人等に係る欠格条項を削除。

【主な関係巻】⑦『保育者論』第 ３講　
⑱『社会的養護Ⅱ』第 ８講

10　「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」
　健康増進法第 1６ 条の 2 の規定に基づき、国民の健康の保持・増進を図るうえで摂取するこ
とが望ましいエネルギー及び栄養素の量の基準を厚生労働大臣が定めるもので、5 年毎に改定
が行われている。令和 2 年度から使用する新たな基準（2020 年版）については、2020（令和 2 ）

年 1 月に告示された。今回の改定のポイントは以下のとおり。
⑴　50 歳以上について、より細かな年齢区分による摂取基準が設定された。
⑵　高齢者のフレイル予防の観点から、推定エネルギー必要量や各栄養素の摂取基準が設定さ

れた。
⑶　若いうちからの生活習慣病予防を推進するため、以下の対応が実施された。
　・飽和脂肪酸、カリウムについて、小児の目標量を新たに設定。
　・ナトリウム（食塩相当量）について、男性は 3 歳以上、女性は 1 歳以上の目標量の引き下げ。
⑷　その他、乳児または幼児については、以下の各栄養素の摂取基準が改定された。
　　n- ６ 系脂肪酸、n- 3 系脂肪酸、食物繊維、ビタミンＡ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミ

ンＫ、ナイアシン、ビタミン B12、 葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＣ、ナトリウム、
カリウム、リン、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、モリブデン

【主な関係巻】⑫『子どもの食と栄養』第 ２講・第 ４講・第 ５講・第 ９講

11　「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（201９ 年改訂版）」
　2017（平成 29）年の保育所保育指針の改定、アレルギー疾患対策に関する最新の知見や関係
法令の制定等を踏まえ、保育所におけるアレルギー対応に関する取組状況等に留意し、従来の
ガイドラインの見直しが行われた。新たなガイドラインでは、子どもの健康と安全の確保に一
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層資するよう、保育の現場における保育士等による実用性に留意した改善が図られ、2019（平

成 31）年 4 月に策定された。今回の改訂のポイントは以下のとおり。
⑴　医療の専門家ではない保育士等のアレルギー対応に関する理解の促進
　・ガイドライン全体を「基本編」と「実践編」の二部構成に再編、要点の明示や図表の活用

など、構成や記載の工夫がなされた。
⑵　アレルギー疾患対策に関する保育所の組織的対応と関係機関との連携強化
　・「保育所における各職員の役割」の明確化、「保育所と関係機関（医療、行政機関）との 

連携」に係る項目の新設が行われた。
　・「生活管理指導表」の位置付けの明確化、関係機関（消防機関を含む）との情報共有等、

記載内容の改善が行われた。
　・アレルギー対応は、「生活管理指導表」に沿って実施することを必須とし、同表を保育所

におけるアレルギー対応に関する、子どもを中心に据えた、医師と保護者、保育所の重要
な “ コミュニケーションツール ” とした。

⑶　保育現場の状況、最新の知見、関係法令等を踏まえた取組の充実
　・保育現場における「食物アレルギー対応（事故対応を含む）の重要性」を踏まえた構成や

記載内容の改善・充実が行われた。
　・「緊急時の対応（「エピペン®」の使用）」「記録の重要性（事故防止の取組）」「災害への備え」

「食育活動」等に係る記載の充実が行われた。
　・「生活管理指導表」における個別疾患ごとの「病型・治療」や「保育所での生活上の留意点」

に関する記載の改善が行われた。
【主な関係巻】⑪『子どもの保健』第 ４講・第 1２ 講　　

⑫『子どもの食と栄養』第 1５ 講　　　　
⑮『乳児保育Ⅰ・Ⅱ』第Ⅱ部第 1２ 講　　
⑯『子どもの健康と安全』第 1講・第 11 講
⑳『保育実習』第 7講 　　　　　　　　

12　「授乳・離乳の支援ガイド（201９ 年改定版）」
　2007（平成 19）年の「授乳・離乳の支援ガイド」作成から約 10 年が経過するなかで、科学的
知見の集積、育児環境や就業状況の変化、母子保健施策の充実等、授乳及び離乳を取り巻く社
会環境等の変化がみられたことから、本ガイドの内容の検証及び改定が行われた。今回の改定
のポイントは以下のとおり。
⑴　授乳・離乳を取り巻く最新の科学的知見等を踏まえた適切な支援の充実
　　食物アレルギーの予防や母乳の利点等の乳幼児の栄養管理等に関する最新の知見を踏まえ

た支援の在り方や、新たに流通する乳児用液体ミルクに関する情報の記載。
⑵　授乳開始から授乳リズムの確立時期の支援内容の充実
　　母親の不安に寄り添いつつ、母子の個別性に応じた支援により、授乳リズムを確立できる
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