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第Ⅰ部
第 1 章 子どもと保健
民法 e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
世界保健機関（WHO）憲章（英文） WHO（PDF）
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
保育所保育指針 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf

第 2 章 親と子どもの保健
令和２年（2020）人口動態統計（確定数）の概況 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/dl/15_all.pdf
妊産婦死亡の死因別にみた年次別死亡数及び死亡率（出産 10 万対） 政府統計 e-Stat（Excel）
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032119349&fileKind=1
乳幼児身体発育調査 平成 22 年調査結果の概要 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/73-22-01.pdf
令和２年度学校保健統計調査の公表について 文部科学省（PDF）
https://www.mext.go.jp/content/20210728-mxt_chousa01-000013187_1.pdf
平成 29 年（2017）患者調査の概況 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/17/dl/kanja.pdf
平成 29 年患者調査：入院受療率（人口 10 万対）
，性・年齢階級×傷病分類
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003318584

政府統計 e-Stat

平成 29 年患者調査：外来受療率（人口 10 万対）
，性・年齢階級×傷病分類×外来（初診－再来）別 政府統計 e-Stat
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003318585
2019 年国民生活基礎調査の概況 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/14.pdf
労働力調査：年齢階級（5 歳階級）別労働力人口及び労働力人口比率
https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/zuhyou/lt03-02.xlsx

総務省統計局（Excel）

設置主体別保健所数（令和３年４月１日現在） 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000765311.pdf
都道府県別市町村保健センター設置数（令和３年４月１日現在）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000762007.pdf

厚生労働省（PDF）

『健やか親子 21（第２次）について』検討会報告書 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000045627.pdf
『健やか親子 21（第２次）』の中間評価等に関する検討会報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000614300.pdf

厚生労働省

子ども・子育て支援新制度について（令和３年６月） 内閣府子ども・子育て本部（PDF）
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/setsumei_p1.pdf
母子保健法 e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000141
令和３年版厚生労働白書 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/000810636.pdf
令和３年版厚生労働白書 資料編 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/20-2/
令和元年度 福祉行政報告例の概況 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/19/dl/gaikyo.pdf
子ども虐待対応の手引き（平成 25 年８月改正版） 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_11.pdf
児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法） e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000082_20200910_502AC0000000041
児童虐待防止対策 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index.html

第 3 章 子どもの成長と発達
平成 22 年乳幼児身体発育調査結果の概要 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/73-22-01.pdf
乳幼児身体発育評価マニュアル（令和 3 年 3 月改訂） 厚生労働省（PDF）
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/hatsuiku/index.files/katsuyou_2021_3R.pdf
令和２年（2020）人口動態統計（確定数）の概況 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/dl/15_all.pdf

第４章

子どもの精神保健

子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題 文部科学省子どもの徳育に関する懇談会資料
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/053/shiryo/attach/1282789.htm

第 5 章 子どもの食
日本人の食事摂取基準（2020 年版） 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
栄養教育としての『6 つの基礎食品』の普及について 厚生省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/dl/s0307-4e.pdf
食事バランスガイド 厚生労働省・農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/
東京都幼児向け食事バランスガイド 東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/ei_syo/youzi.html
授乳・離乳の支援ガイド（2019 年改定版） 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000496257.pdf
妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活習慣 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/ninpu-02.html
昭和 60 年度乳幼児栄養調査結果報告 厚生省（PDF）
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031449892&fileKind=2
平成 17 年度乳幼児栄養調査結果の概要 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/dl/h0629-1b.pdf
平成 27 年度乳幼児栄養調査結果の概要 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134460.pdf
日本食品標準成分表 2020 年版（八訂） 文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html
乳幼児身体発育評価マニュアル（令和 3 年 3 月改訂） 厚生労働省（PDF）
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/hatsuiku/index.files/katsuyou_2021_3R.pdf
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）
https://www.mhlw.go.jp/content/000511242.pdf

厚生労働省（PDF）

楽しく食べる子どもに～食からはじまる健やかガイド～ 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/dl/s0219-4a.pdf
楽しく食べる子どもに～保育所における食育に関する指針～（概要）
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0604-2k.pdf

厚生労働省（PDF）

第 6 章 子どもの病気と保育
野菜をめぐる情勢 農林水産省（PDF）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/yasai_jyousei_0112.pdf
令和元年度 アレルギー疾患に関する３ 歳児全都調査 東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/effort/research.html

平成 30 年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書

消費者庁（PDF）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/pdf/food_index_8_190531_0002.pdf

障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044
各自治体の多様な保育（延長保育、病児保育、一時預かり、夜間保育）及び障害児保育（医療的ケア児保育
を含む）の実施状況について 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/R2gaiyo.pdf
特別支援教育の現状 文部科学省（PDF）
https://www.mext.go.jp/content/20210412-mxt_tokubetu01-000012615_10.pdf
難聴対策委員会報告 難聴（聴覚障害）の程度分類について 日本聴覚医学会（PDF）
https://wx19.wadax.ne.jp/~audiology-japan-jp/cp-bin/wordpress/test/wpcontent/uploads/2014/12/a1360e77a580a13ce7e259a406858656.pdf
参考）令和２年版 障害者白書 内閣府（PDF）
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r02hakusho/zenbun/pdf/s2_1-1.pdf
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100063
学校保健安全法 e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000056
乳幼児健康診査事業実践ガイド 国⽴研究開発法⼈ 国⽴成育医療研究センター（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000520614.pdf
学校生活管理指導表（幼稚園用） 公益財団法⼈日本学校保健会（Excel）
https://www.hokenkai.or.jp/kanri/xls/textbook_yochien_2020_3.xlsx
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）
https://www.mhlw.go.jp/content/000511242.pdf

厚生労働省（PDF）

第Ⅱ部
第 7 章 子どもの生活と保健
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100063
学校保健安全法 e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000056
教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン～施設・事業者向け～
閣府・文部科学省・厚生労働省（PDF）
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/guideline1.pdf
令和２年（2020）人口動態統計（確定数）の概況 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/dl/15_all.pdf
想定外から子どもを守る 保育施設のための防災ハンドブック
https://bosaijapan.jp/app/uploads/2018/12/METI.pdf
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について

経済産業省（PDF）

厚生労働省・経済産業省・消費者庁

内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
知ることから始めようみんなのメンタルヘルス（PTSD）
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_ptsd.html

厚生労働省

第 8 章 子どもの体調不良への対応と救急処置
熱中症予防サイト 環境省
https://www.wbgt.env.go.jp
熱中症環境保健マニュアル 2018 環境省（PDF）
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_full.pdf
日常生活における熱中症予防指針 Ver.3

日本生気象学会（PDF）

https://seikishou.jp/cms/wp-content/files/yobousisin210603/20210604-114336.pdf

第９章

感染症対策

保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版） 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf
参考）保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html

第 10 章 保育における保健的対応
アレルギー疾患に関する３歳児全都調査（令和元年度）報告書 東京都健康安全研究センター（PDF）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/pdf/20203saiji_1.pdf
ぜん息予防のためのよく分かる食物アレルギー対応ガイドブック 2014 独⽴行政法⼈環境再生保全機構（PDF）
https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet/form/00/pdf/archives_24514.pdf
保育所等での医療的ケア児の支援に関するガイドライン 厚生労働省（PDF）
https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/pdf/r02kosodate2020_0103.pdf
医療的ケア児等とその家族に対する支援施策

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00004.html

第 11 章 健康及び安全管理の実施体制
平成 27 年度乳幼児栄養調査結果の概要 第２部 乳幼児の生活習慣や健康状態に関する状況 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134209.pdf
子ども虐待対応の手引き（平成 25 年８月改正版） 厚生労働省（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_11.pdf

