
参考資料
（通常事業）

厚生労働省



地域の健康増進活動支援事業 

 

令和３年度予算額（案） ７６，１８７千円 

 

１ 事業の目的 

地域において健康づくりに取り組むＮＰＯ法人等の活動を支援することに

より、社会全体が相互に支えながら、国民の健康を守る環境を整備する。 

 

２ 事業概要 

健康づくり活動に取り組む民間団体の、健康づくりの牽引役となる人材の

育成やボランティアを活用する主体的かつ自由な発想に基づく取組のうち、

全国統一的に展開する全国規模の事業、地域の特色や特性に沿った取組を実

施する事業のそれぞれについて、財政的支援（補助金の交付）を行う。 

 

３ 実施主体 

ＮＰＯ 法人等 

 

４ 補助率  

定額（１０／１０） 

 

５ 照会先 

  厚生労働省健康局健康課（厚労省内線 2971） 
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がん検診従事者研修事業 

 

令和３年度予算額（案） １５，３２４千円 

 

１．目的 

胃内視鏡検査の検診体制の整備を行うため、胃内視鏡検査に係る医師に対

する研修を実施する。 

 

２．事業内容 

胃内視鏡検査を実施する医師に対して、安全管理体制の整備に係る研修を

実施する。 

 

３．実施主体 

都道府県、公益法人、一般社団法人、一般財団法人、ＮＰＯ法人等 

 

４．補助率 

１／２（国１／２、都道府県・公益法人・ＮＰＯ法人等１／２） 

 

５ 照会先 

  厚生労働省健康局がん・疾病対策課（厚労省内線 3827） 
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ＨＩＶ感染者等のＮＧＯ等への支援事業 

                                       

令和３年度予算額（案） １３４，８０７千円 

                                       

１ 事業目的 

    ＨＩＶ感染者や同性愛者等で構成されるＮＰＯ・ＮＧＯによる活動を支援

し、効果的で当事者性のあるＨＩＶ感染予防の普及啓発や患者支援を図るこ

とを目的としている。 

 

２ 事業内容 

    ・コミュニティーセンターにおいて、男性間で性的接触を行う者（ＭＳＭ）

等向けの予防啓発活動を行う。 

    ・ＨＩＶ陽性者支援のための相談事業を行う。 

 

３ 補助率等  

    定額（１０／１０） 

 

４ 実施主体 

  ＮＰＯ法人等 

 

５ 照会窓口 

  厚生労働省健康局結核感染症課（厚労省内線 2358） 
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相談支援事業

ex
・レスパイト
【第19条の22第２項第１号】

ex
・学習支援
・身体づくり支援 等
【第19条の第22項第５号】

ex
・職場体験
・就労相談会 等
【第19条の22第２項第３号】

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
【国庫負担率】１／２（都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市１／２）
【根拠条文】児童福祉法第19条の22、第53条

ex
・通院の付き添い支援
・患児のきょうだいへの支援 等
【第19条の22第２項第４号】

小児慢性特定疾病児等童自立支援員＜相談支援例＞
・自立に向けた相談支援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング 等

＜支援例＞
・関係機関との連絡・調整及び利
用者との橋渡し

・患児個人に対し、地域における
各種支援策の活用の提案 等

＜必須事業＞（第19条の22第１項）

＜任意事業＞（第19条の22第２項）

療養生活支援事業 相互交流支援事業

ex
・患児同士の交流
・ワークショップの開催 等
【第19条の22第２項第２号】

就職支援事業 介護者支援事業 その他の自立支援事業

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
○ 幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等について、地域支援の充
実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市において、自立支援事業
を実施。

○ 医療費助成とともに児童福祉法に規定されており、義務的経費として国が事業費の半額を負担している。
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患者

患者・家族会

保健所を中心に、「難病対策地域
協議会」を設置するなど、地域の
医療・介護・福祉従事者、患者会
等が連携して難病患者を支援

医療機関等
（難病指定医等）

適切な治療を受けたい
在宅療養を受けたい

働きたい

保健所

快適に
生活したい

不安

福祉サービス

療養生活環境整備事業（難病相談支援センター事業）

○各種相談支援
（生活情報提供、各種公的手続支援、日常生活支援）
○就労支援（難病患者就職サポーターと連携して実施）
（①在職中に難病を発症した方、②就労を希望する方向け）
○地域交流会等の推進
○難病患者に対する出張相談
○難病相談支援員等への研修、情報提供
○ピア・サポートの実施、ピア・サポーターの養成
○地域の様々な支援機関への紹介 等

ハローワーク

障害者就業・生活
支援センター

難病相談支援センター
（難病相談支援員／ピア・サポーター）

支援相談

「難病患者就職サポーター」
難病の特性を踏まえた職業相談、
事業主に対する難病患者の雇用
管理等に関する情報提供等
（ハローワークに配置）

連携

1

○ 難病相談支援センターは、難病の患者の療養や日常生活上の様々な問題について、患
者・家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行う機関である。
○ 現在、都道府県・指定都市に概ね１カ所設置されており、難病の患者等の様々なニー
ズに対応するため、地域の様々な支援機関と連携して支援を実施。
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訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業費

職業相談

•職業相談におけるミスマッ
チや課題の助言

•能力開発が必要と判断さ
れる者や訓練受講希望者
を適切に民間事業者へ誘
導

ジョブ・カード作成
支援

•職業経験の棚卸し

•今後の職業生活設計や目
標の明確化

•具体的なキャリアプランの
作成等

受講のあっせん

•労働市場の状況を踏まえ
た受講の必要性の判断

•受講指示及び就職支援計
画の作成、交付

•訓練受講給付金等に係る
支給要件の確認

「新ジョブ・カード制度推進基本計画」において、公共職業訓練（離職者訓練）や求職者支援訓練への受講指
示等にあたっては、訓練受講の必要性をより明確にするために、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティ
ングを実施することが有効であり、キャリアコンサルティングの実施体制の充実・強化を図ることを求められて
いる。

このため、ハローワークにおける公的職業訓練の受講指示等に際して、訓練の受講を希望する者等に対して
キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援を積極的に実施するため、民間活用を推進する。

また、雇用保険法に基づく専門実践教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の受給要件となるキャリ
ア形成を支援するためのキャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援を実施するため、民間活
用を推進する。

受講指示等の流れ

訓練受講希望者等のうち、訓練を受講する前に自己理解を促し、職業選択やキャリア形成の方向付けの支
援を行うことが必要な者に対し、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援を民間事業者に委託
して行う。

令和３年度予算額 1,503,014（1,865,962）千円

民間活用

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
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日雇労働者等技能講習事業の概要

目的

○日雇労働者、ホームレス及び住居喪失不安定就労者に対して技能労働者として必要な知識・技能を習得
又は向上させるための講習を実施することにより、その者の就業機会等の増加を図ることを目的とする。

事業概要

ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（平成30年7月31日厚生労働省・国土交通省告示第2号）

第３の２ 各課題に対する取組方針（１）⑥
ホームレスの就業の可能性を高めるためには、求人側のニーズやホームレスの就業ニーズ等に応じた職業能力の開発及び向上を図ることが重
要であることから、技能の習得や資格の取得等を目的とした技能講習や職業訓練の実施により、ホームレスの職業能力の開発及び向上を図る。

【実施地域】
ホームレスが集積する５都市：東京・神奈川・愛知・大阪・福岡

【委託先】
民間団体（総合評価落札方式により選定）

【講習内容】
フォークリフト、クレーン、車両系建設機械、ビル清掃、刈払機、ガス溶接、介護等

【事業の流れ】

予算額
令和３年度： 254,096千円

（予定額）
令和２年度： 301,508千円
令和元年度： 303,377千円
平成30年度：308,427千円
平成29年度：321,004千円
平成28年度：334,231千円

日雇労働者数
○全国6,968人※日雇労働被保険者数

（R2年1月 前年同月比△137人）

○コロナの影響

東京：R2年４～６月の民間求人は

前年同月比約４割減

※都が実施する特別就労事業は求人半減

大阪（あいりん）地区：

R２年４～６月の求人は前年同月比
約３割減
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刑務所出所者等就労支援事業（支給業務等） 

 

１．事業目的 

  刑務所出所者等就労支援事業のうち、職場体験講習、試行雇用助成金、セ

ミナー及び事業所見学会に要する経費の支給等を民間事業者に委託して実

施することで、円滑に事業を開始するとともに、実施後速やかに経費の支給

を行う。 

 

２．事業内容 

(1) 職場体験講習実施奨励金の審査及び支給 

   職場体験講習を行う事業主に対して、職場体験講習実施奨励金を支給す

る。 

(2) 職場体験講習受講援助費の審査及び支給 

職場体験講習受講生に対して、職場体験講習受講援助費を支給する。 

(3) 傷害賠償責任保険の加入 

職場体験講習受講生の事故等に備えて、傷害賠償責任保険に加入する。

(4) 試行雇用助成金の審査及び支給 

刑務所出所者等を試行的に雇用する事業主に対して、試行雇用助成金を

支給する。 

 (5) セミナー及び事業所見学会の必要経費の審査及び支給 

     セミナー及び事業所見学会の実施に係る費用の支払いを行う。 

 

３．実施主体  民間団体（委託） 
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刑務所出所者等就労支援事業（協力雇用主等支援業務）

○事業主に対して刑務所出所者等の雇用に係る啓発・支援を実施し、刑務所出所者等のために求人を確保するとともに、事業主からの要望や刑務所
出所者等の就労状況を把握することにより、刑務所出所者等の雇用の促進、刑務所出所者等を雇用する事業主に対する支援策の充実強化を図る。

矯正施設・保護観察所

協力雇用主等支援拠点
（東京、神奈川、愛知、大阪、福岡の５か所）
協力雇用主等支援員を配置し、以下の業務を実施
・刑務所出所者雇用に関する周知・啓発
・各種支援制度等の情報提供・助言
・刑務所出所者の雇用に関するニーズ等の情報収集
・協力雇用主名簿を活用した求人の確保

など

ハローワーク

・保護観察所の協力雇用主
に対する各種支援制度

・矯正施設における職業訓
練・取得可能資格

などに関する情報をハロー
ワークに提供

・受刑者等専用求人を矯正
施設内で周知

・事業主ニーズを訓練科目
などに反映

・その他、個別の求人状況な
どを踏まえた受刑者・保護観
察対象者への助言・指導の
実施

・受刑者等専用求人※の提出

・刑務所出所者の雇用に関する
要望

協力雇用主等

・特定分野における深刻な人手
不足への対応

・出所者雇用に関心はあるもの
の、具体的な制度・手続きが分
からない
・雇用管理上のアドバイス

・取得した要望・求人情報などを職業相談・職業
紹介などに活用するとともに、矯正施設・保護
観察所と共有

・事業主ニーズ等を踏まえ、支援策の効果を検
証し、施策をブラッシュアップ

民間団体（委託）

業務連携・情報共有
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障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う
「障害者就業・生活支援センター」を設置（令和２年４月現在 335センター）

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者1名）

就業支援
（就業支援担当者2～7名）

ハローワーク

事業主

職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所

保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの

利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

就労移行支援事
業者等基礎訓練の

あっせん

対象者の送り
出し

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必
要とする障害のある方に対し、センター窓
口での相談や職場・家庭訪問等を実施しま
す。

＜就業面での支援＞

○就業に関する相談支援
・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、
職場実習のあっせん）

・就職活動の支援
・職場定着に向けた支援

○障害のある方それぞれの障害特性を踏ま
えた雇用管理についての事業所に対する
助言

○関係機関との連絡調整

＜生活面での支援＞

○ 日常生活・地域生活に関する助言
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理
等の日常生活の自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、
生活設計に関する助言

○ 関係機関との連絡調整

業務内容雇用と福祉のネットワーク

障害者就業・生活支援センター
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国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成事業

「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関
する関係閣僚会議決定)に基づき、障害者の職場適応が円滑に進むよう個別的なサポートを行う担当者とし
て、国の機関において選任された支援者に対し、支援に必要なスキルを習得するための研修の受講機会を
厚生労働省として提供。

１ 趣旨

２ 内容

○ 開催回数： 東京２回、大阪２回
○ 研修日数： ４日間（計２５時間）
○ 研修内容： 講義、演習、事例研究、事業所実習

（科目例） 「公務部門における職場適応支援者の役割」、「障害特性と職業的課題」、
「アセスメントの視点と支援計画に関する理解」、「職場での支援方法の基礎理解」、

障害者の職場適応を容易に

するため、

・障害者に対する業務遂

行力やコミュニケーショ

ン能力の向上支援

・事業主や同僚などに対

する職務や職場環境の改

善の助言を実施

等の支援を実施

研修の概要

各府省庁等
(管理監督者・人事担当者)

障 害 者

同僚

同僚

上司 家族

・ 障害の理解に係る社内啓発
・ 障害者との関わり方に関する助言

・ 指導方法に関する助言
・安定した職業生活を送るための家族の
関わり方に関する助言

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言

・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援

職場適応支援を
行う者

職場適応支援とは
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国及び都道府県が行う公共職業能力開発施設内で行うものづくり系を中心とした訓練のほか、
多様な人材ニーズに機動的に対応するため、専修学校などの民間教育訓練機関等を活用した委託
訓練を実施しています。

１．概要

委託先 専修学校・各種学校、大学・大学院、ＮＰＯ、事業主団体 など

委託主体 都道府県（職業能力開発校）

訓練対象者 離職者（ハローワーク求職申込者） 〔受講料：無料（ただしテキスト代等自己負担）〕

主な訓練内容

① 早期再就職に必要な知識と技能を習得する職業訓練
（例：経理事務科、情報処理科、介護実務者科など））

② より高度な技能や資格取得を目指す職業訓練
（例：介護福祉士養成科、保育士養成科、プログラミング言語習得科、建設人材育成科など）

③ 訓練生の個別の事情に配慮した職業訓練

（例：定住外国人向けコース、母子家庭の母等の自立促進コース、ｅラーニングコースなど）

２．実施形態

離職者訓練（委託訓練）の概要
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（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

（２）訓練期間： ２～６か月

（３）給付金：職業訓練受講給付金

（受講期間中 月10万円＋通所手当・寄宿手当の支給（本人収入が月８万円以下等、一定の要件を満たす場合に支給））

（４）訓練の種類

・基礎コース（社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を付与する訓練）

・実践コース（就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を付与する訓練）
（コースの例） ・介護系（介護福祉サービス科等） ・情報系（ソフトウエアプログラマー養成科等）

・医療事務系（医療・調剤事務科等） 等

（５）実施機関：民間教育訓練機関等

・訓練実施機関は、厚生労働大臣が認定

（具体的な認定事務は、訓練内容、就職実績等に関する要件に基づき、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施）

・訓練実施機関に対しては、訓練の運営費等として奨励金を支給

＜基礎コース＞受講者数に応じた定額制（６万円／人月）

＜実践コース＞訓練修了者の就職率に応じ奨励金の額に差を設け、効果的な訓練と就職支援へのインセンティブを高めている（５～７万円／人月）

※この他、託児サービスを提供する訓練実施機関に対し、児童一人当たり月６万６千円を限度に保育奨励金を支給

（６）根拠法：求職者支援法 （職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律）（平成23年10月施行）

求職者支援制度の概要

○ 国は、主に雇用保険を受給できない方（特定求職者）を対象に、求職者支援訓練を実施しています。主に雇
用保険受給者を対象とする公共職業訓練とともに、求職者のセーフティネットとなる公的な職業訓練です。

○ 受講料は無料（テキスト代等は実費）で、要件を満たす方には職業訓練受講給付金も支給されます。
○ ハローワークが訓練受講者ごとに支援計画を作成し、訓練実施機関と連携した就職支援を行います。

令和元年度実績
受講者数合計：21,020人
（基礎コース）5,753人 就職率：56.5％ （実践コース）15,267人 就職率：62.4％
※就職率は、令和元年度中に終了したコースの３ヶ月後の実績
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都道府県（職業能力開発校・障害者職業能力開発校）

ハローワーク
企業

障
害
者

受講
あっせん

職業紹介職業相談

求職
申込み

連携

特別支援学校

障害者団体

福祉・医療・保健機関

労働局・ハローワーク

委託契約

就職

＜委託先＞

＜対象者＞障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第１号に規定する障害者
・障害者手帳を有する者
・医師の診断書や意見書等により障害を有することが確認できる者

＜訓練内容＞
○ 訓練期間：原則３月以内・月１００時間が標準
○ 委 託 費：原則訓練受講生１人当たり月６万円又は９万円が上限

＜訓練コース＞
① 知識・技能習得訓練コース（知識・技能の習得） ※障害者向けデュアルシステムも実施可能
② 実践能力習得訓練コース（企業等の現場を活用した実践的な職業能力の開発・向上）
③ e-ラーニングコース（訓練施設へ通所困難者等を対象としてＩＴ技能等の習得）
④ 特別支援学校早期訓練コース（内定を得られない生徒を対象として、在学中から実践的な

職業能力の開発・向上）
⑤ 在職者訓練コース（雇用継続に資する知識・技能の習得）

就職

委託契約

委託訓練実施機関（民間団体）

（地域）

訓練修了

企 業 社会福祉法人 ＮＰＯ法人 民間教育訓練機関

職業能力開発促進法
第15条の７第3項に基づき実施

ハローワーク求職障害者の就職を実現する等のため、国と都道府県とが委託契約を結び都道府県が事業の実施主体となって、企業、社会福祉法人、Ｎ
ＰＯ法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施することにより、障害者の職業能力の開

発・向上を図る。

厚生労働省

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の概要 資料14



1

地域若者サポートステーション事業
○サポステ相談支援事業
・職業的⾃⽴に向けての専門的相談支援（個別相談・プログラム等）
・高校中退者等のニーズに応じたアウトリーチ型の相談

・福祉機関等へのアウトリーチ展開

・OJTとOff-JTを組み合わせた職場体験プログラム

・就職した者への定着・ステップアップ相談

○若年無業者等集中訓練プログラム事業
就職活動や職業⽣活に必要な実践的な知識・能⼒の獲得に向けた

合宿形式を含めた集中的な訓練（一部のサポステで実施）

ハローワーク

地域若者サポートステーション事業

就労に向けた支援

若者⾃⽴⽀援中央センター（全国１か所）
サポステスタッフ研修、調査・研究、情報収集・提供、 等
氷河期世代無業者一元案内・相談機能（サポステ・プラス・ナビ）
サポステにおけるオンライン相談の支援機能の強化

高校等教育機関

地域若者サポー ト ス テ ーシ ョ ン 1 7 7箇所
※ う ち 3 4 箇 所 は 常 設 サ テ ラ イ ト と し て 設 置

保健・福祉機関

・他の支援機関との連携・リファー

・高校等からの支援対象者に係る情報提供

サポステの支援がないと求職活動を⾏うのは困難なケース

地
方
自
治
体

地域社会
自治会、町内会等

商工会・商店街

○ 若者の数が減少する⼀⽅で、若年無業者（ニート）※１の数は50万人台半ばで高止まりしており、いわゆる氷河期世代を含めた無業者の数は120万人に達している。

○ これらの者の就労を支援することは、若者等の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護に陥るリスクを未然に防⽌し、経済的に⾃⽴させ、地域社会の⽀え⼿とするとともに、我が国の産業の

担い手を育てるために重要である。

○ そのため、若年無業者等が充実した職業⽣活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」（※２）において、地方自治体と協働し（※３） 、

職業的⾃⽴に向けた専⾨的相談⽀援、⾼等学校・福祉機関等へのアウトリーチ相談、就職後の定着・ステップアップ⽀援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施する。

○ 令和３年度は、就職氷河期世代の⽅々の着実な就職等の実現を強⼒に⽀援するため、対象者の個別ニーズに対応した支援メニューを複数年度に跨がって⼀体的に提供するとともに、

オンラインによる相談支援を促進する。

企業
（職場体験先）

【サポステの実績】

〜若者の職業的⾃⽴⽀援〜

職業相談・紹介

（※１ 15〜34歳で、⾮労働⼒⼈⼝のうち、家事も通学もしていない者 ※２ H18年度〜。若者支援の実績・ノウハウのあるＮＰＯ法人等 実施。15〜49歳対象 ※３ 地方自治体から予算措置等）

＊ 平成27年度より、「就職者」について雇用保険被保険者になり得る就職者に限定、さらに
平成29年度より、雇⽤保険被保険就職であることを書類により確認できる場合に限定

＊ 平成30年度より、「就職等」とし、雇⽤保険被保険者となることが⾒込まれる就職及び公的
職業訓練スキームへの移⾏も含めて評価

公⺠館NPO等

110 116

160 160 160 160
173 175 177 177

41.9% 42.2%
38.0%

52.3%
57.2%

61.9%

55.4%
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67.0%
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

設置箇所数

就職率（就職(等)者数／登録者数）

就
職
（
職
業
訓
練
等
の
進
路
決
定
）

令和３年度予定額 5,147（5,279）百万円
（厚⽣労働省事務経費を除く）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
の
環
境
整
備

・
就
職
氷
河
期
世
代
に
対
す
る
複
数
年
度
に
跨
が
っ
た
支
援

（
国
庫
債
務
負
担
行
為
）

うち就職等者数(人)

11,110 10,603 15,815 67.0% 457,293 287,413 169,880

令和元年度地域若者サポートステーション事業の実績

進路決定者数(人)
登録者数(人) 就職等率(％) 総利⽤件数(件) 相談件数(件)

セミナー等
参加者数(人)
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【趣旨】
市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業及び

保育所等の防音壁設置の実施に要する経費に充てるため、市区町村に交付金を交付する。

（※）市区町村が作成する保育所等の整備に関する計画（市区町村整備計画）による整備等の実施に必要な経費の
一部を支援するため、児童福祉法第56条の４の３に基づく交付金として平成27年度に創設。

◆「新子育て安心プラン」に参加する自治体についても、補助率の嵩上げ（１／２→２／３）等を引き続き実施。

【対象事業】
・保育所整備事業
・認定こども園整備事業（幼稚園型）
・小規模保育整備事業
・防音壁整備事業
・防犯対策強化整備事業

【実施主体】 市区町村

【設置主体】 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等
（保育所及び認定こども園については公立を除く）

【補助割合】 国１／２、市区町村１／４、設置主体１／４
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／１２、設置主体１／４

保育所等整備交付金

（令和２年度予算）６３８億円 → （令和３年度予算案） ４９７億円
（令和２年度３次補正予算） １５８億円）
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【事業内容】
保育所、認定こども園の整備等を促進するため、土地等所有者と保育所、認定こども園を運営する法人等のマッチングを行い、

都市部を中心とした用地不足への対応を図る。

（１）土地等所有者と保育所整備法人等のマッチング支援
土地等所有者と保育所整備法人等のマッチングを行うため、地権者から整備候補地の公募・選考等を行うとともに、当該

候補地での保育所等整備を希望する法人の公募・選考等を行う。

（２）整備候補地等の確保支援
地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置や担当職員の配置等、整備候補地の積極的な掘り起こしを行う。

（３）地域連携コーディネーターの配置支援
保育所等の設置や増設に向けた地域住民との調整など、保育所等の設置を推進するためのコーディネーターを配置する。

【実 施 主 体】 都道府県、市区町村
※ ただし、（３）については、待機児童解消に向けて緊急に対応する取組を実施する市区町村に限る。

【補助基準額】 マッチング事業費 １自治体当たり 5,900千円
整備候補地の掘り起こし強化 １自治体当たり 4,500千円
コーディネーターの配置経費 １か所当たり 4,400千円

【補 助 割 合】 国：１／２、都道府県：１／２
※市区町村が実施する場合は 国：１／２、都道府県：１／４、市区町村：１／４

民有地マッチング事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【趣旨】
賃貸物件を活用して保育所等を設置する際や、幼稚園において長時間預かり保育を実施する際、認可外保育施設が認可

保育所等の設備運営基準を満たすために必要な改修費等の一部を補助する。
(※)都市部を中心に保育所等の整備が困難な状況にかんがみ、賃貸物件等を活用して保育所等を設置するために必要な改修費等の一部を

補助するため、平成20年度に創設。

≪拡充≫

・「新子育て安心プラン」に参加する自治体についても、補助率の嵩上げ（１／２→２／３）を引き続き実施。

・ニーズに応じた受け皿整備による待機児童の解消や、地域偏在による待機児童の解消、保育環境の向上等を図る

ため、利用者の利便性向上のための改修や、よりよい保育の環境を整備するための改修等も補助対象に加える。

【対象事業】（１）賃貸物件による保育所等改修費等支援事業 （２）小規模保育改修費等支援事業
（３）幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業 （４）認可化移行改修費等支援事業
（５）家庭的保育改修等支援事業

【実施主体】 市区町村

【補助基準額】 ※ ①緊急対策参加自治体、②待機児童対策協議会に参加する等一定の要件を満たす自治体
（１）新設または定員拡大の場合

１施設当たり 利用（増加）定員19名以下 15,000千円 （ ① 20,000千円、② 23,000千円 ）
利用（増加）定員20名以上59名以下 27,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）
利用（増加）定員60名以上 55,000千円 （ ① 60,000千円、② 63,000千円 ）

老朽化対応の場合 １施設当たり 27,000千円 （ ① 32,000千円 ）
（２）１事業所当たり 22,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）
（３）１施設当たり 22,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）
（４）１施設当たり 32,000千円 （ ② 35,000千円 ）
（５）保育所で行う場合 １か所当たり 22,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）

保育所以外で行う場合 １か所当たり 2,400千円

【補助割合】（１）～（４） 国：１/２、市区町村：１/４、設置主体：１/４
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／１２、設置主体１／４
（５） 国：１/２、市区町村：１/２
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／３

保育所等改修費等支援事業【拡充】

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案 ︓402億円の内数）
（令和２年度３次補正予算 ︓160億円）
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認可外保育施設改修費等支援事業

認可
施設・事業（指導監督基準満たさない） （指導監督基準満たす）

認可外施設・事業

◎︓認可基準を満たす

○︓認可外の指導監督基準を満たす

×︓ 〃 を満たさない

【事業内容】
○ 認可外保育施設について、指導監督基準のうち、職員配置基準は満たしているが設備基準を満たしていない施設に対して、認可保育所等の
設備の基準を満たすために必要な改修費や移転費等の費用を補助する。

＜補助要件＞
○ 職員配置は指導監督基準を満たしていること（有資格者の配置１／３以上）。
○ 設備基準については、改修費等の支援を受けることにより認可基準を満たすこと。
○ 「認可化移⾏計画」を策定し、
① 無償化猶予期間である2024年度までの間に指導監督基準（※）適合化を図ること
（※） 職員配置、設備基準だけではなく、職員の健康診断の実施、消防計画の策定・訓練の実施など、他の要件も満たすこと。

② 当該事業による補助を受けた後、2025年度までの間に認可化移⾏運営費⽀援事業による補助を開始し、補助を受けた時点
から５年以内に認可施設・事業への移⾏を図ること

により、段階的に認可施設・事業への移⾏を⽬指す。

【実施主体】 都道府県、市町村

【補助基準額（案）】 改修費等 １か所当たり 32,000千円、移転費等 １か所当たり 5,000千円

【補助割合】 国︓１／２、都道府県、市町村︓１／４、設置主体︓１／４

◎

◎

職員配置

設備基準

○

×

○

◎

当該事業

（５年以内）

②

認可化移⾏⽀援（運営費）

①

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【事業内容】
（１） 賃借料が高い都市部などにおいて、賃借料が公定価格の賃借料加算の３倍を超える保育所等について、賃借料加算との

乖離分を補助する。

（２） 土地の確保が困難な都市部での保育所整備を促進するため、施設整備補助を受けずに保育所等の整備を行う法人に対し、
土地借料の一部を補助する。

【実施主体】 市区町村

【補助基準額】 （１） １施設当たり 22,000千円※
※ 特別区及び財政力指数が１．０を超える市区町村の場合、補助基準額の９／１０
※ 待機児童対策協議会に参加する等一定の要件を満たす場合は、保育所等を開設した年度に限り、賃借料
が公定価格の賃借料加算の２倍を超えるものについても、１施設当たり12,000千円を基準額として補助する

（２） １施設当たり 21,200千円

【補助割合】 国：１／２ 市区町村：１／４ 事業者：１／４

公定価格における
賃借料加算

乖離分

最大22,000千円
（年額）※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【主な事業内容】

○潜在保育士に対する取組

・再就職に関する相談・就職あっせん、求人情報の提供

○人材バンク機能等の活用
・保育所への離職時に保育⼠・保育所⽀援センターに登録し、再就職⽀援（求⼈情報の提供や研修情報の提供）を実施
・また、新たに保育⼠登録を⾏う者に対しても保育⼠・保育所⽀援センターへの登録を促し、登録された保育⼠に対し、就業状況等の現況の確認
や就職⽀援等を⾏うことにより、潜在保育⼠の掘り起こしを⾏う。

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市

【補助基準額】

保育士・保育所支援センター運営費︓ 7,200千円
保育士再就職支援コーディネーター雇上費︓4,000千円

※マッチングの実績が年50件以上ある場合、4,000千円（１名分）を加算
※待機児童対策協議会参加⾃治体の場合、コーディネーターの更なる追加配置を⽀援

復職前研修実施経費︓469千円 離職した保育⼠等に対する再就職⽀援︓6,119千円
保育士登録簿を活用した就職促進︓3,664千円 マッチングシステム導⼊費︓7,000千円

【補助割合】 国︓1/2 都道府県・指定都市・中核市︓1/2

①卒業生に対する

連絡依頼

②卒業名簿等を活用した
OB・OGへの連絡

【保育士・保育所支援センターの取組例】

ⅱ再就職の希望等を連絡

指定保育士養成施設

卒業生
（潜在保育士等）

ハローワーク

連携

保育士

離職した保育士③再就職の希望等を連絡

ⅰ保育士登録名簿を活用した情報発信
ⅲ再就職支援機関、求人情報の提供や再就職

前研修情報の提供

ア 登録 ※保育士登録の際にセンターへの登録勧奨

ウ 研修情報提供・
就職あっせん

イ 就業状況等の現況確認

エ 就職相談

保育士・保育所支援センター
（都道府県等）

④再就職支援機関やその支援メニュー、求人情報の提供や再就職前研修情報の提供

保育士・保育所支援センター設置運営事業【拡充】

コーディネーター

＜拡充＞以下の事業の拡充を図る。
①現職保育士に対して就業継続に向けた必要な相談支援や、保育補助者や保育支援者のマッチングに係る経費を補助対象に加える。
②保育士・保育所支援センターが、シルバー人材センターと合同で実施する就職相談会に係る経費を補助対象に加える。
③保育士・保育所支援センターの情報発信機能の強化、管内の保育所等を巡回して求人情報の収集やヒアリング等を実施しマッチング機能の向上。

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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若⼿保育⼠や保育事業者等への巡回⽀援事業【拡充】

【事業内容】

保育⼠の離職防⽌や保育所等の勤務環境の改善を図るため、下記⽀援員が保育所等を巡回⽀援するために必要な費⽤の⼀部を補助する。

①「保育事業者コンサルタント」︓保育の質の向上や事故防⽌、保護者・地域住⺠等とのトラブル等に関する助⾔・指導
②「保育⼠⽀援アドバイザー」︓若⼿保育⼠等のスキルアップを図るため、保育業務全般に関する助⾔・指導
③「巡回アドバイザー」︓放課後児童クラブにおいて、⼦どもの安全の確保や⼦どもの主体的な活動を尊重しつつ、⼦どもの⾃主

性、社会性等のより一層の向上を図るための助言・指導

【実施主体】 都道府県、市区町村

【補助基準額】

保育事業者コンサルタント、保育士支援アドバイザー、放課後児童クラブ巡回アドバイザー ︓１⾃治体当たり それぞれ4,064千円

働き⽅改⾰⽀援コンサルタント、保育実践コーディネーター︓１⾃治体当たり それぞれ4,064千円

魅⼒ある職場づくりに向けた啓発セミナー、⾃⼰評価地域協議会︓１⾃治体当たり それぞれ1,624千円

【補助割合】

国︓1/2、都道府県、市区町村︓1/2

＜拡充＞
以下の事業のメニューを新たに追加する。
①社会保険労務士などが巡回し保育所等の事業者を支援する、「保育士働き方改革支援コンサルタント」のメニューを追加
②魅⼒ある職場づくりに向けた保育所等の啓発セミナーを開催
③保育所の自己評価等の充実により保育の質の確保・向上を図り、働きがいを高められるよう、「保育実践充実コーディネーター」の
メニューを追加

④公開保育実施の支援や各保育所の自己評価の促進を図るため、「地域協議会（仮称）」を開催

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【趣旨】
保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業（体調不良児対応型）を実施するために必要な設備

の整備等に必要な費用の一部について支援する。

【実施主体】 市区町村、保育所等を経営する者

【対象事業】
１．基本改善事業（改修等）
①保育所等設置促進等事業

保育需要が高い地域において、保育所等を設置するため、既存施設の改修等を行う事業
②病児保育事業（体調不良児対応型）設置促進事業

病児保育事業（体調不良児対応型）の実施に必要な改修等を行う事業
２．環境改善事業（設備整備等）

①障害児受入促進事業
既存の保育所等において、障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う事業

②分園推進事業
保育所分園の設置を推進するため、保育所分園に必要な設備の整備等を行う事業

③熱中症対策事業
熱中症対策として、保育所等に冷房設備を新規設置するための改修等を行う事業

④安全対策事業
安全対策として、睡眠中の事故防止対策に必要な機器の備品の購入等を行う事業

⑤病児保育事業（体調不良児対応型）推進事業
病児保育事業（体調不良児対応型）を実施するために必要な設備の整備等を行う事業

⑥緊急一時預かり推進事業：緊急一時預かりを実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業

放課後児童クラブを行う場所において、放課後児童クラブを開所していない時間等に一時預かり事業を実施するために必要
な設備の整備等を行う事業

【補助基準額】 １．基本改善事業 １事業当たり 7,200千円
２．環境改善事業（①～③、⑤）１事業当たり 1,029千円、（④）１施設当たり 500千円以内

（⑥、⑦） １施設当たり 32,000千円

【補助割合】 ２④の事業 国:1/2、都道府県・市区町村:1/4、事業者:1/4 ２⑥⑦の事業 国:1/2、市区町村:1/2
それ以外の事業 国:1/3、都道府県:1/3、市区町村:1/3 又は 国:1/3、指定都市・中核市:2/3

保育環境改善等事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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広域的保育所等利⽤事業【拡充】

○ 市区町村が設置するこども送迎センター等から各保育所等への⼦どもの送迎を⾏うためのバス等の購⼊費、運転⼿雇上費、駐⾞場の賃借料、
送迎センターの実施場所の賃借料及び⼦どもの送迎時に付き添う保育⼠等の雇上費等の補助を⾏う。

事業内容

１ こども送迎センター等事業

○ 各保育所等から遠距離にある屋外遊戯場に代わる場所への児童の送迎を⾏うためのバス等の購⼊費、運転⼿雇上費、駐⾞場の賃借料及び⼦ども
の送迎時に付き添う保育⼠等の雇上費等の補助を⾏う。

２ 代替屋外遊戯場送迎事業

○ 既存の建物を改修してこども送迎センターを設置する場合、建物の改修に必要な経費の補助を⾏う。

３ こども送迎センター設置改修事業（H30創設）

実施主体

○ 市区町村

○ 国︓１／２、市区町村︓１／２

＜こども送迎センター等事業＞
H30︓ 28自治体（33か所） R1︓34自治体（41か所）

＜代替野外遊技場送迎事業送迎センター等事業＞
H30︓１⾃治体（１か所） R1︓２⾃治体（７か所）

※いずれもR1年度は交付決定ベース

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）

⾃宅

送迎センター

保育所等

※平成30年度より、⾃宅から直接保育所への送迎も可能

事業イメージ

令和３年度予算における対応《拡充》

・保育士雇上費 5,000千円（加配数に応じて3,000千円を加算）

・運転手雇上費 5,000千円（加配数に応じて3,000千円を加算）

・事業費（損害賠償保険含む）

10,202千円（⾃宅送迎の場合 1,119千円）

・バス購入費 15,000千円

・バス借上費 7,500千円

・改修費 7,270千円

○ 送迎センターのか所数によらず、送迎バスの台数や保育士の配置に応
じて加算できる仕組みとする

○ こども送迎センタ－等事業を実施する委託事業者が損害保険等に加入
した場合の保険料等を補助する。

○ 保育所等への送迎後の空き時間を有効活用できるよう、保育所等への
巡回以外の時間帯において、一時預かり事業等への巡回を可能とする。

【補助基準額（案）】
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家庭支援推進保育事業【拡充】家庭支援推進保育事業【拡充】

事業内容

⽇常⽣活における基本的な習慣や態度のかん養等に配慮が必要な家庭や、外国⼈⼦育て家庭について、家庭環境に対
する配慮など保育を⾏う上で特に配慮が必要な家庭における⼦どもを多数（40%以上）受け入れている保育所に対し
て加配を⾏う。

令和３年度予算における対応（案）《拡充》

特別な配慮が必要な児童のうち外国人子育て家庭の児童が占める割合が特に高い保育所等について、加配保育士２名
分の補助基準額を適用するように拡充する。

実施主体・補助基準額（案）・補助割合

実施主体 ︓市区町村
補助基準額（案）︓１か所当たり ３，８６７千円

（外国人子育て家庭の児童が占める割合が特に高い(20%以上)場合）
１か所当たり ７，７３４千円

補助割合 ︓国︓１／２、市区町村︓１／２

事業実績

300

500

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

399
428 433 439

420 413 402 419 420 407 395 402
378

360 344

（年度）

（か所数）

※R1は交付決定ベース

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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保育利用支援事業

前年11月 当年４月 11月 翌年４月

（５か月）

育 休 期 間

（入園予定日）

① 代替保育利用支援

② 予約制導入に係る体制整備

※育児休業を中断する保護者が多い

○ 育児休業中の保護者の保育園に入園できるかどうかの不安を解消し、保護者が育児休業を中断することなく希望する

時期に復職できるよう、年度途中であっても確実に保育サービスを提供するため、以下の支援を行う。

① 育児休業明けから保育園等に入園する翌４月までの間における一時預かり保育等の代替保育利用に係る保育料を

支援

② 保育園等が予約制を導入した際に、入園するまでの間に必要となる保護者への相談支援及び自治体との連絡調整

等に対応するため、職員１人分の人件費を支援

【実施主体】市町村 【補助率】 国１／２ 市町村１／２

（出生） （12か月）

１歳児クラス

に入園

前年11月 翌年４月

（５か月）

育 休 期 間

（出生） （12か月）

入園予約制により
０歳児クラス入園

代替保育利用期間の
保護者の保育料を支援

（児童１人当たり月額２万円）

代替保育利用期間
（一時預かり保育等）

１歳児クラス

に進級

入園するまでの間に必要となる
職員1人分の人件費を支援

（施設１か所当たり年額2,406千円）

当年４月 11月
予約制を導入した園において
・保護者への相談支援
・自治体との連絡調整等を実施

（保育対策総合支援事業費補助金 令和３年度予算案：402億円の内数）
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３歳児受入れ等連携支援事業（旧サテライト型小規模保育事業）

【小規模保育事業所】

○ 小規模保育事業など、３歳未満の子どもの受け皿拡大を進める一方、当該子どもの３歳到達時における保育園等への
接続が課題となっている。

○ このため、「サテライト型小規模保育事業」を創設し、保育園等において３歳児以降の子どもの受入れを重点的に
行い、小規模保育事業所等と積極的に接続を行った場合に要する費用の一部を補助する。

【保育園等】

３歳未満児の受入れ強化

３歳到達

【実施主体】 市区町村

【補助率】 国 １／２ 市町村 １／２

【補助額】 １か所当たり 4,549千円

【保育園等】

０〜５歳児
を受入れ

３歳児以降の
受入れ重点化

★小規模保育事業所で受け入れている
子どもの３歳到達時における保育園
等への積極的な受け入れを支援

インセンティブを付与

（保育対策総合支援事業費補助金 令和３年度予算案：402億円の内数）
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医療的ケア児保育支援モデル事業【拡充】

令和３年度予算における対応（案）《拡充》

○ モデル事業として実施している医療的ケア児保育支援事業を一般事業化するとともに、喀痰吸引等研修を受講した保育士が
「医療的ケア児保育支援者」として管内保育所の巡回支援を行う場合、処遇改善を実施する。

事業内容

○ 保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。

○ また、医療的ケアに関する技能及び経験を有した者（医療的ケア児保育支援者）を配置し、管内の保育所への医療的ケアに
関する支援・助言や、喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入れ等に関するガイド
ラインを策定することで、安定・継続した医療的ケア児への支援体制を構築する。

【補助基準額（案）】

○基本分単価
① 看護師等の配置 １施設当たり 5,３２0千円

○加算分単価
② 研修の受講支援 １施設当たり ３０0千円
③ 補助者の配置 １施設当たり ２,１６0千円
④ 医療的ケア保育支援者の配置 １市区町村当たり ２,１６0千円
（喀痰吸引等研修を受講した保育士が担う場合、１３０千円を加算）
⑤ ガイドラインの策定 １市区町村当たり 3６0千円
⑥ 検討会の設置 １市区町村当たり 560千円

○ さらに、各自治体の取組みを推進するため、
か所数の増加を図る（９０か所→１９９か所）。

実施主体・補助割合・事業実績

○ 都道府県、市区町村
○ 国：１/２、都道府県・指定都市・中核市：１/２

国：１/２、都道府県：１/４、市区町村：１/４
○ R2（公募ベース）：１０9か所（171か所）

＜基幹施設＞

医療的ケア児保育⽀援者

保育所（医ケア児受入施設）
保育所

＜管内保育所等＞

看護師等

助
言
・
支
援
等

看護師等の配置や医療的ケア児
保育支援者の支援を受けながら、
保育士の研修受講等を行い、医療
的ケア児を受入れ。

モデル事業を実施してノ
ウハウを蓄積した施設等が、
市町村内の基幹施設として、
管内保育所の医療的ケアに
関する支援を行うとともに、
医療的要因や障害の程度が
高い児童の対応を行う。

事業イメージ

看護師等の配置

体制整備等

検討会の設置やガイドラインの策
定により、医療的ケア児の受入れに
ついての検討や関係機関との連絡体
制の構築、施設や保護者との調整等
の体制整備を実施。

＜自治体＞
検討会の
設置

ガイドラインの
策定

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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○ 実施主体︓市区町村⼜は市区町村が適切と認めた者

○ 対象者︓認可外保育施設に勤務する保育従事者及び調理担当職員

○ 実施要件

① 感染症罹患の有無を発⾒するため、市区町村が受診の必要を認める検査項⽬について健康診断を⾏うこと

② 感染症等に係る健診については、既存の健診制度を活⽤するなどして柔軟に実施すること

認可外保育施設に従事する職員に対して健康診断を実施することにより、認可外保育施設における衛生・安全対策
を図り、もって子どもの福祉の向上を図る。

○ 補助基準額(案)︓１市区町村当たり年額 ３５４千円

○ 補助割合 ︓国︓１／３、都道府県︓１／３、市区町村︓１／３（国︓１／３、指定都市・中核市︓２／３）

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

１．事業の目的・内容

２．実施主体及び実施要件

３．補助基準額等

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【事業内容】

保育の供給を増やし、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる体制の整備を目的として、
①認可保育所等への移⾏を希望する認可外保育施設について、移⾏の障害となっている事由を調査・診断するほか、
②指導監督基準を満たしていない認可外保育施設への指導を⾏い、

移⾏に向けた計画書の作成・⾒直し及び移⾏までの助⾔指導を⾏うための費⽤の⼀部を補助する。

また、認可外保育施設が保育所等へ円滑に移⾏できるよう、現⾏の施設では⽴地場所や敷地⾯積の制約上、設備運営基準を満た
すことができない場合の移転等に必要な費用について支援する。

【実施主体】都道府県、市区町村

【補助基準額】 （１）認可化移⾏可能性調査⽀援 １施設当たり 587千円
（２）認可化移⾏助⾔指導⽀援 １施設当たり 524千円
（３）指導監督基準遵守助言指導支援 １施設当たり 786千円
（４）移転費等支援 １か所当たり 移転費 1,200千円、仮設設置費 3,800千円

【補助割合】 （１）〜（３）国:1/2、都道府県:1/2 ※ 市区町村が実施する場合は 国:1/2、都道府県:1/4、市区町村:1/4
（４） 国:1/2、都道府県:1/4、市区町村:1/4

認可化移⾏希望
(指導監督基準を満たす)

認可外保育施設

・調査
・助言・指導

計画書の提出

(1)認可化移⾏可能性調査⽀援
認可化の障害となってい
る事由を診断する

(2)認可化移⾏助⾔指導⽀援
認可化移⾏に必要な保育
内容や施設運営等について
助言・指導する

○指導監督基準を満たす認可外保育施設の場合

指導監督基準を
満たさない

・継続的な
助言・指導

連携

巡回支援指導員

指導監督 助言・指導

認可外保育施設

連携

都道府県等の
認可外保育施設の
指導監督担当部署

(3)指導監督基準遵守助言指導支援
都道府県等の①認可外保育施
設の担当者や②巡回支援指導員
と連携して、対象施設が指導監
督基準を満たすために必要な助
⾔指導を継続的に⾏う

○指導監督基準を満たさない認可外保育施設の場合 ○設備基準を満たさない場合

設備運営基準を
満たす建物

設備運営基準を
満たさない建物

移転

(4)移転費等支援
認可化移⾏のために設備運営
基準を満たす建物に移転する
場合の費用を支援する

認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【研修対象者】
保育所等に勤務する保育士等や保育士以外の
職員、巡回支援指導員 等

【研修内容】
・ 保育所等が遵守・留意すべき内容
・ 保育中の事故防止、事故発生時の対応
・ 園外活動等における安全対策 等

質の確保・向上のための研修事業 質の確保・向上のための巡回支援指導事業

【主な指導内容】

・ 重大事故が発生しやすい場面、事故防止の取組、事故発生時の対応に関する助言・指導

・ 保育所等が遵守・留意すべき内容や利⽤料の便乗値上げの注意喚起

・ 指導監査・⽴⼊調査の事前準備などの実施補助や、監査後のアフターフォロー

・ 園外活動等における安全対策の実地指導

【事業内容】
保育所や認可外保育施設等の質の確保及び向上を目的として、保育所等が遵守・留意すべき内容や死亡事故等の重大

事故の防止に関する指導・助⾔を⾏う「巡回支援指導員」の配置に要する費用や、保育所職員や巡回支援指導員等に対し
て、遵守・留意すべき内容や重⼤事故防⽌に関して必要な知識、技能の修得、資質の確保のための研修の実施に要する 費
用の一部を補助する。

【実施主体】都道府県、市区町村

【補助基準額（案）】・研修事業︓１回当たり 353千円
・巡回⽀援指導事業︓指導員１⼈当たり 4,062千円

【補助割合】 国︓1/2、都道府県・市区町村︓1/2

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

認可外保育施設
認可外の居宅
訪問型保育事業
（ベビーシッター）

認可保育所等

巡回支援指導員

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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