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少子化の克服に向けて ～国、地方が総力を挙げて取り組む～

１．広義の視点で少子化対策に取り組む

２．その上で、狭義の少子化対策においては、以下の視点でもう一段対策を強化する

人口の増加に向けては、地域地域に「若者の定着・増加」×「出生率の向上」を実現する施策の強化を

【強化にあたっての視点（①対策全般）】

●全世代型社会保障への転換にあたっては、少子化の克服に向けた「支える側」を強くする対策の構築を

【強化にあたっての視点（②個別事項）】

●全ての子育て世帯が子育てにかかる負担の軽減を享受できる仕組みの構築を

●関係機関のネットワークを強化し子育て家庭の不安の解消を

●子育ての負担をシェアし、キャリアへの不安を解消する支援のもう一段の強化を

＜転換にあたって必要な視点＞

ア）高齢者への対応に加え、子育て世代や働く世代の負担を軽減するなど、「支える側」を強くする

イ）さらには、「支える側」が強くなる過程を通じて、その効果を地域経済の活力や創造につなげる

▶Ｐ2～Ｐ4

▶Ｐ5～Ｐ6

▶Ｐ5、Ｐ7

▶Ｐ8～P12
１



結婚・妊娠・出産・子育ての希望を叶える

少子化対策の抜本強化に向けた「５つの重点施策」

２

◆ 結婚を応援する経済的支援策の充実・
強化

◆ 社会全体で若い世代の結婚を応援する
気運の醸成に向けた施策の強化

◆ 地域少子化対策重点推進交付金の充実

◆ 子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減
◆ 子育て中も就業が可能となる多様な保育

サービスの拡充
◆仕事と子育ての両立に向けた働き方の見直し

【重点施策１】
結婚の希望を叶えるための

総合的な支援策の拡充

【重点施策２】
妊娠・出産の希望を叶えるための

総合的な支援策の拡充
◆ ライフプランの形成促進

◆ 不妊治療への支援の拡充

◆ 小児・周産期医療の充実

【重点施策４】
子ども・子育て支援新制度に必要な財源確保と更なる質の向上

◆ 完全実施に向けた１兆円超の財源確保 ◆ 様々な課題の改善方策等の検討

結 婚 妊娠・出産 子育て
【重点施策３】

子育ての希望を叶えるための
総合的な支援策の拡充

【重点施策５】
働き方改革実行計画に沿った対策の着実な実行

地域地域に、産業振興による安定した
雇用を創出する

特に、出生率の高い地域で若者を定着・増加させる

若者の地方からの流出の防止や移住の促進などにより
新しい人の流れをつくる

Ｃ

A Ｂ

Ｄ

官民協働による、社会全体で結婚から子育てまでを応援する気運の醸成

人口減少の負のスパイラルをプラスのスパイラルに転換！

◆ 結婚や子育ての希望をかなえられる処遇の改善 ◆仕事と子育てを両立できる職場環境づくりと男性の育児参画に向けた気運の醸成

『全国知事会提言～次世代を担う「人づくり」に向けた少子化対策と
子どもの貧困対策の抜本強化（H29.7 全国知事会）』より



これまでの全国知事会からの提言経緯（主なもの）
出会い・結婚

n

提
言
等
項
目

施
策
の
強
化

◆少子化危機突破基金の創設（H25）

◆地域少子化対策強化交付金の恒久化（H27）

◆結婚や家庭の良さの啓発（Ｈ25～）

◆不妊治療への支援の拡充
（H25～）

◆地域少子化対策強化交付金の創設
（H25補正）

◆地域少子化対策重点推進交付金の当初予算化
（H28当初～）

◆結婚応援フォーラムの開催（H28）

◆初回治療の助成額の増額
（15万円→30万円）、

男性不妊治療の助成の創設
（H27補正）

妊娠・出産 子育て

◆段階的な幼児教育・保育の無償化（H25～）
◆大学等に進学する者に対する給付型奨学金の創設（Ｈ27～）
◆ファミリー・サポート・センター事業の補助要件緩和（H26～）
◆高齢者からの所有資産の移転促進（H26）
◆子育て世帯へのサービス提供の充実（Ｈ27）
◆待機児童の解消（Ｈ26～）

完結出生児数の現状に鑑みる時、以下の視点が重要
①子育て中の夫婦に対する一層の支援 ②未婚化・晩婚化の背景にある子育て期の負担軽減

「ポイント」
①全ての子育て世帯が子育てにかかる負担の軽減を享受できる仕組みの構築を
②関係機関のネットワークを強化し子育て家庭の不安の解消を
③子育ての負担をシェアし、キャリアへの不安を解消する支援のもう一段の強化を

地域の実情や多様な生き方に応じた
未婚化・晩婚化対策の強化

子育て負担の軽減に取り組む！強化に取り組む！

３

○直ちに取り組むべき
施策を速やかに実施

○優良事例の全国展開が
進む など

不妊治療への
支援が拡充

今後に向けて
もう一段の対策強化

段階的な幼児教育・保育の無償
化、高齢者からの所有資産の移
転促進等の施策が充実 など

◆段階的な幼児教育・保育の無償化
【市町村民税非課税世帯】第２子無償化（H29当初）
【年収約360万円未満世帯】ひとり親世帯の第２子無償化（H28当初）、
第１子・２子軽減（H30当初）など

※「新しい経済政策パッケージ」…３歳から５歳までのすべての子供たちの保育所等の費用
を無償化。０歳～２歳児についても当面住民税非課税世帯を対象として無償化。

◆給付型奨学金の創設（H29一部先行実施、H30本格実施）
◆ファミリー・サポート・センター事業の人数要件が「100人相当以上」から
「50人以上」に緩和（Ｈ26）

◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置制度創設（H27）
◆子育て支援パスポート事業の全国展開開始（H28当初）
◆待機児童の解消等

企業主導型保育事業の創設（H28当初）、緊急的な一時預かり事業等の活用、地域の中
での円滑な整備促進（Ｈ27～）、保育士の処遇改善の拡充（H29当初）など



《将来展望》 2040年：1,000人の社会増
［現状（2016年度）: 1,770人の社会減］

《将来展望》 2040年:2.07、2050年:2.27
［現状（2016年）:1.47］

●成長に向けた「メインエンジン」をさらに強化する
●成長の「壁」を乗り越える ●成長を支える取り組みを強化する

●県内高校生等の県内就職の促進 ●県外からの移住促進

●ライフステージの各段階に応じた取り組みのさらなる推進
●女性の活躍の場の拡大

●中山間地域での小さな拠点（集落活動センター、あったかふれあいセン
ター）の整備促進

●コンパクトな中心部と小さな拠点を衛星としたネットワークの形成

さらなる人口減少の危機

現 状
人口減少の

負のスパイラル

中山間地域の
衰退

少子化の加速

過疎化・高齢化の
同時進行

経済規模の縮小
若者の県外流出

プラスのスパイラルに転換

・雇用の創出 Ｈ28～Ｈ31：4,000人
・各産業分野における産出額等の増加

etc.）県外観光客入込数 Ｈ31：435万人

《将来展望》
2060年：約557千人

※国の推計の390千人の
約140％に相当

[現状(2015年):728千人]

〇人口構造が若返る
年少人口割合は2020年か

ら、生産年齢人口割合は
2045年から上昇に転じる

数値目標を精緻化して、施策をバージョンアップ

（※）厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」（平成20年～24年）

希望をかなえる
「結婚」「妊娠・出産」「子育て」

Ｄ

若者の定着・増加 出生率の向上 人口の増加

Ｃ 特に、出生率が高い傾向にある
中山間地域の若者の増加

[出生率（※）］
高知市：1.35
中山間地域 ：四万十町1.68、土佐町1.61

津野町1.60、芸西村1.56

地産外商により安定した雇用を創出する基本目標１

新しい人の流れをつくる基本目標２

若い世代の「結婚」「妊娠・出産」「子育て」の希望を
かなえる、女性の活躍の場を拡大する基本目標３

若者の県外流出の防止
県外からの移住者の増加

Ｂ

地産外商により雇用を創出する
A Ｄ

コンパクトな中心部と小さな拠点との連携により人々の
くらしを守る基本目標４

高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略の全体像

数値目標

・雇用の創出 H21～27：6,139人

・有効求人倍率
Ｈ21.1：0.43 → Ｈ30.1：1.25

これまでの成果

・平成31年度に社会増減をゼロにする
H26▲1,684人、H27：▲2,265人、H28:▲1,770人

数値目標 【社会増減の均衡に向けたＨ31のＫＰＩの設定】
・高校生の県内就職率 75％（Ｈ29.3：61.5％）
・専門学生の県内就職率 80％（Ｈ29.3 ：70.4％）
・県内大学生の県内就職率 42％（Ｈ29.3：35.8％）
・県出身県外大学生のＵターン就職率 30％（Ｈ29.3 ：16.4％）
・県外からの移住者数 1000組（Ｈ28：683組）※Ｈ23：120組

・合計特殊出生率 1.61 Ｈ28:1.47

数値目標

県民の皆様の希望をかなえるために設定した
2050年：2.27の達成に向けた中間目標として設定

【目標達成に向けたＨ31のＫＰＩの設定】
・理想の子どもの数と現実に持ちたい子どもの数の上昇と差の縮小

（Ｈ27：理想2.45人・現実2.09人)
・平均初婚年齢の年齢低下（Ｈ28：夫30.9歳、妻29.4歳）
・高知家の女性しごと応援室における就職率65％（Ｈ27：56.6％）
・ファミリー・サポート・センター設置市町村数13市町村（Ｈ28：5市町)

・集落活動センターの開設数 80ヵ所（Ｈ30.2：42ヵ所）

・あったかふれあいセンター等の整備 34市町村53ヵ所（Ｈ29：29市町村43ヵ所）
数値目標

A

Ｂ
Ｃ

産
業
振
興
計
画
に
よ
り
推
進

雇用保険被保険者数：Ｈ21.181千人̃ H27.192千人
（約11千人増）

過去最高 1.26
（H29.12）

４

高知県
※30年度版に改定中であり、数値等は現時点のもの



24.1万人

35.6万人

18万人

31.5万人

５

狭義の少子化対策の抜本強化（１）

◆理想の子どもの数を実現できない要因

「理想」と「予定」に乖離がある理由
理想1人

予定0人

理想２人

予定1人

理想３人

予定２人

欲しいけれどできないから 74.0% 34.8% 9.8%

高年齢で生むのは嫌だから 39.0% 42.4% 38.1%

健康上の理由から 24.7% 17.5% 14.7%

子育て・教育にお金がかかりすぎる 15.6% 43.8% 69.8%

これ以上の育児負担に耐えられない 9.1% 14.1% 21.0%

（国立社会保障・人口問題研究所：H27第15回出生動向基本調査）

理想の子どもの数 2.32人
→予定する子どもの数 2.01人

現状と課題 対応策

●全ての子育て世帯が子育てにかかる負担
軽減を享受する仕組みの構築を

●関係機関のネットワークを強化し
子育て家庭の不安の解消を

▶共働き世帯やもっぱら夫の所得により生計を維持
している世帯など、いずれの形態を選択しても
十分な支援が受けられるようにすべきではないか

①幼児教育・保育の無償化を含めた
経済的負担の軽減
☞全国知事会提言（P6）

②子育て家庭の不安の解消と
働きながら子育てできる環境づくり
☞高知県の取り組み紹介～高知版ネウボラ～（P7)
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三世代世帯

その他の世帯

◆児童のいる世帯の状況

祖父母等の支援を
受けられる
子育て世帯が減少

（厚生労働省：H28年国民生活基礎調査）

◆第一子出産前後の妻の就業状況 （2010年～14年）

晩産化の影響を除くと、
経済・育児の負担が
理由の大半を占める

28.3 10.0 33.9 23.6 4.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就業継続（育休利用） 就業継続（育休なし） 出産退職 妊娠前から無職 不詳

就業継続 38.3% 無職又は退職 57.5%

（％）

（国立社会保障・人口問題研究所：H27第15回出生動向基本調査）

▶子育て家庭の孤立を解消し、地域や社会全体で
サポートする

就業状況にかかわらず
すべての子育て世帯
への支援を



①幼児教育・保育の無償化を含めた経済的負担の軽減

◆とりわけ負担の大きい子どもの教育費用（H26:万円）

◆より多くの子育て世帯が負担軽減を享受できる仕組みを

◆放課後児童クラブの登録児童数

現状と課題

※所得制限については検討
１ 保育料の無償化を早期に実現
２ 保育所等を利用していない家庭への対策も必要

①待機児童対策を着実に推進
②０～２歳児では、保育所等を利用しない家庭が７割

保育料の無償化だけでは不十分
認可外保育施設等の利用、家庭での保育を行う家庭へのバウチャー券
の配布等の支援を実施
（対象者）保育料の無償化の対象とならない０～５歳の子どものいる家庭
（使途） 認可外保育施設やベビーシッター、一時預かり等

３ さらには、切れ目なく子育て家庭を応援するため小学生への対策も必要
○放課後児童クラブ利用料の無償化

※所得制限については財源も含めて検討が必要

■導入の方法

○無償化の財源の検討にあたっては、上記の視点も含めること
■財源

32.6%

28.9%

22.1%

16.5%

学年別登録児童数

１年生
２年生
３年生
４～６年生

・利用登録している児童の数は
100万人を突破

多くの児童が利用して
いる現状を踏まえ、教
育と同様に無償化を

教育費 公立 私立

幼稚園 66 149
小学校 193 922
中学校 145 402
高等学校 123 299

大学 （学費、住居・食費、その他生活費等） 600 791

計 1,127 2,563

全て公立でも
1千万超！

私立ならさらに
負担増!!

（幼稚園～高等学校：
文部科学省「H26子どもの学習費調査」

大学 ：日本学生支援機構「H26学生生活調査」

（厚生労働省：
H28年放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況（H28.5.1現在））

●保育士の処遇改善を含めた待機児童の解消を図った上で、幼児教育・
保育の無償化は、早期に実現すべき課題
政府における幼児教育・保育の早期無償化の実現を目指した議論に
大いに期待

●その際、負担軽減と幼児教育・保育の質の確保、量的充実について、
ベストミックスを図ることが必要

●より多くの子育て世帯が負担軽減を享受できる仕組みが必要

認定こども園、幼稚
園、認可保育所等

左記以外

無償化 バウチャー制度

放課後児童クラブの無償化

◆0～5歳 ◆6～11歳

24.1万人

35.6万人

18万人

31.5万人

０～２歳児

認可外保育施設
家庭保育等

（68%）

小１～小３３～５歳児 小４～小６

就学前 就学後

保育等利用
（32%）

保育等利用（93%）

認可外、家庭等

（7%）

放課後児童クラブ
利用（28%）

放課後児童クラブ利用（6%）

無償化

バウチャー制度等

無償化

保育の無償化だ
けでは不十分

６

（注）文部科学省「H28年度学校基本調査」／厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（H28.4）」
厚生労働省「Ｈ28年放課後児童健全育成事業の実施状況」／内閣府「認定こども園に関する
状況について（H28.4.1） をもとに高知県で独自推計

提言：幼児教育・保育の無償化を含めた子育て世帯の負担軽減

『全国知事会提言～次世代を担う「人づくり」に向けた
少子化対策と子どもの貧困対策の抜本強化（H29.7 
全国知事会）』より



リスクに
応じた

適切な対応

就労支援機関
・ハローワーク高知
・高知家の女性しごと相談室
・ひとり親家庭等
就業・自立支援センター

児 童 相 談 所

母子保健担当課

虐待対応担当課
児童虐待防止対策

コーディネーターの配置

個別ケース支援を通じた
措置を含む見守り体制

要保護児童対策地域協議会
・個別ケース検討会議等

民生委員・児童委員等による地域にお
け る 見 守 り 体 制 の 構 築

＋

情報共有

情報共有

継続的な支援とフォローアップ
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出
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・
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総
合
相
談
窓
口

情報共有

■ネウボラ推進会議の開催（重点市町支援）
・子育て世代包括支援センターと子育て支援センター

等の効果的な連携方法や、子育て支援事業について、
アドバイザー（有識者）を交えて定期的に話し合い
を実施

■地域における子育て支援の取り組みの現状
確認と支援の強化（全市町村）

■総合相談窓口(子育て世代包括支援センター
等)機能強化のためのスキルアップ研修会の
実施
・母子保健コーディネーター及び、母子保健担当保健

師等を対象に実践的な研修を実施

■リスクに応じた適切な対応
・保健と福祉の連携のさらなる強化
・児童虐待防止対策コーディネーターの配置促進
・民生委員・児童委員等と連携した地域の見守り

体制の充実

平成30年度の取り組み

■妊娠期からの継続的な支援の充実
・子育て世代包括支援センターの拡充
（4市町４か所設置予定）

■子育て支援の充実
・地域子育て支援センターの新設への支援

（２市町３か所設置予定）
・地域子育て支援センターの機能拡充への支援

（妊娠期への支援や出張ひろば等）
・多機能型保育事業の推進

（継続支援1市６か所。新規15か所）
・あったかふれあいセンターの機能充実への支援

(2町2か所で実施予定)

子育て家庭の不安の解消

働きながら子育てできる環境づくり

市
町
村
地
域
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー

保
育
・子
育
て

支
援
担
当
課

幼稚園
保育所

認定こども園等
＜延長保育＞
＜病児保育＞

・母子健康手帳
の交付
面談

・妊婦健診
・妊産婦訪問
・産前・産後
サポート事業

・産後ケア事業
・両親学級
・乳幼児健診
・乳幼児訪問
・育児相談

『市町村子育て世代包括支援センター』を起点とした妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援≪高知版ネウボラ≫を強化し、
「子育て家庭のリスクに応じた適切な対応」、「子育て家庭の不安の解消」、「働きながら子育てできる環境づくり」を進めます。ポイント

あったかふれあいセンター
子育てサークル

子ども食堂民生委員・児童委員
母子推進員 など

ファミリー
サポートセンター

子
育
て
相
談
窓
口

妊産婦
乳幼児と保護者

相談支
援

連携・情報共有

●厳しい環境にある子どもたちへの支援

●少子化対策の抜本強化

相談支援

ネットワークに参加

子育て世代

包括支援
センター

②妊娠期から子育て期までの総合的な支援 「高知版ネウボラ」の全体像

７

高知県



24.1万人

35.6万人

18万人

31.5万人

８

狭義の少子化対策の抜本強化（２）

◆キャリア継続

女性社員の方が
男性社員よりも
不安が大きい

○子どもを育てながら仕事を継続するに当たって、
不安を感じることはあるか（若手社員）

25.4

58.5

40.9

34.3

24.6

6.7

9.1

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性

女性

ある まあある あまりない ない

○「今後のキャリアについて不安」と回答
⇒男性16.6% に対して

女性30.6％

具体的な
不安として

（公益財団法人21世紀職業財団「若手女性社員の育成と
マネジメントに関する調査研究」（2015.12月））

現状と課題 対応策

●子育ての負担をシェアし、キャリアへの
不安を解消する支援のもう一段の強化を
▶共働き世帯が多くなる中、女性に偏る育児の負担

を男女でシェアし、さらには、社会全体でこれら
を支援する

③男性の育児参画を促進する仕組みの導入
☞全国知事会提言（P9）
☞高知県の取り組み紹介（P10）

④女性のキャリア形成に対する支援の拡充
☞全国知事会提言（P11）
☞高知県の取り組み紹介（P12）

◆共働き等世帯数の推移

▶誰もが希望に応じて、子育てやキャリアの形成を
実現できるよう、支援を拡充する

1,114

921

687

664

614

949
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1,129
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1,100

1,200
男性雇用者と無業の妻から成る世帯

雇用者の共働き世帯

（内閣府：H29年少子化対策白書）

（％）

（万世帯）

（年）

共働き世帯が増加



③子育ての負担をシェアし、キャリアへの不安を解消する（１）

◆日本の男性の育児休業取得率は依然として低水準

◆育児休業を取得しなかった理由

・育児休業取得期間 男性は５日未満が最も多く、１カ月未満が８割
・一方で子どものいる男性の３割が育児休業の取得を希望

男性正社員

職場が育休を取得しづらい雰囲気だった 26.6%

会社で育休制度が整備されていなかった 26.0%

残業が多い等、業務が多忙であった 21.2%

休業取得による所得減等の心配があった 18.5%

育児休業を利用し
やすい制度と職場
の環境づくりを

○北欧では、「パパ・クオータ制」の導入により、男性の育児休業取得率
アップを実現

○我が国においても導入を検討すべき
☛父親の一定期間の休業取得を条件として、育休期間の延長や給付金の
支給割合の引き上げを行うなど、男性の育休取得を促進する仕組みを！
例えば……

○また、父親の短時間勤務の促進として
一定期間の短時間勤務を条件に
☛父の短時間勤務にかかる減給に対する支援

○企業等が上記に該当する従業員の代替要員を確保する場合の支援として
☛「両立支援等助成金」の拡充

・対象：中小企業のみ⇒すべての企業
・助成金（１人当たり）：47.5万円⇒額の引き上げ

※財源については、公費の負担率の引き上げに加え、雇用保険料の引き上げなど
社会全体で分かち合うことも必要

取得を希望しな
がら取得できな
い現状

子育ての負担をシェアする

提言：男性の育児参画を促進する仕組みの導入

国名
育児休業

取得率（男）
合計特殊

出生率(2015)

日本 3.2% 1.45

スウェーデン 90.0% 1.85

ノルウェー 94.0% 1.75

◆育児の負担軽減には夫の家事・育児参画が欠かせない

（厚生労働省:H27年度 仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査研究事業報告書 労働者アンケート結果）

（厚生労働省:労働政策審議会雇用均等分科会資料（H20.9.26/H28.10.25）／H27年度雇用均等基本調査
内閣府:H29年版少子化社会対策白書／世界銀行:Data Indicators）

夫の休日の家事・育児時間別にみた第２子以降の出生割合

（厚生労働省：H27第14回21世紀成年者縦断調査）

10.0 

32.8 

59.2 

79.7 

87.1 
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家事・育児時間なし

２時間未満

２～４時間未満

４～６時間未満

６時間以上

出生あり 出生なし

ゼロと2～4時間
では5倍以上の差

●子育ての負担が女性に偏っている現状を変え、男性が進んで育児に
参画できる環境づくりが必要

■日本版「パパ・クオータ制」の導入の検討

男性は
育休期間

「５日未満」が 56.9%
まずは１月を

目標

改善例

育児休業
取得者

父母どちらか一方
両親とも育児休業を取得

（パパママ育休プラス）

両親とも育児休業を取得
うち父親が３０日以上

（日本版パパ・クオータ制）

期間
　　子が１歳に達する日まで
※保育所に入れない場合など
　→１年6カ月（H29.10～２年）

　　１歳２ヶ月まで延長可能
※１人が取得できる期間 １年間
（女性は出生日以後の産休期間含む）

２歳児まで

育児休業
給付金

　　　賃金月額の６７％
休業開始から6カ月経過後は
５０％

同左（各自）
　　賃金月額の６７％＋α
（父の取得期間に応じて漸増）

現行

待機児童の
９割近くが

０～２歳児である
との観点から

９

（内閣府:H27年度調査 少子化社会に関する国際意識調査報告書）

『全国知事会提言～次世代を担う「人づく
り」に向けた少子化対策と子どもの貧困対
策の抜本強化（H29.7 全国知事会）』より



男女の「仕事と育児の両立」を支援するため、男性の育児休暇・育児休業の取得を促進します。そのために、職場環境づくりに向けて、企
業の取り組みを促します。

◆夫の休日の家事・育児時間によって、
第２子以降の出生割合に非常に大きな差
が発生

◆育児休業を取得した人の割合は、
女性の81.8％に比べ、男性は
わずか3.16％

（厚生労働省「平成28年雇用均等基本調査」）

◆一方で、子どものいる男性の３割が
育児休業の取得を希望

（内閣府「H27年度調査 少子化社会に関する
国際意識調査報告書」）

①男性が育児に関する休暇等を取得しやすい環境づくり
◆企業等への啓発

・応援団通信の発行、応援団交流会の開催、優良事例の情報提供
・管理職・人事担当者向けセミナー、働く男性・女性向けセミ

ナーの開催
・一般事業主行動計画策定支援講座等の開催 など

◆社会全体での機運醸成
・男性の育児休暇・育児休業の取得促進をテーマとしたフォーラ

ムの開催
・応援団が行う「男性の育児休暇・育児休業の取得促進宣言」へ

の支援
☛宣言企業への参加の声かけ

→応援団通信や企業訪問、既存の広報媒体を通じた広報等
☛新聞（全面15段カラー）への宣言企業名や宣言内容の掲載

②男性職員自身の意識の醸成
◆高知県版父子手帳の作成・配布
◆男性家事講座、パパとママのためのコミュニケーション講座の開催
◆「応援団通信」などを通じた啓発 など

１ 現 状

10.0 

32.8 

59.2 

79.7 

87.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児時間な

し

２時間未満

２～４時間未満

４～６時間未満

６時間以上

出生あり 出生なし

（国立社会保障・人口問題研究所
「H27出生動向基本調査」）

３ 平成30年度の主な取り組み

～３月 ４月～６月 ７月 ８月～

応援団通信で情報発信
経営者・育休対象者等向け

●「高知家「出会
い・結婚・子育て
応援」フォーラム
2018」の開催

●新聞広告等

平成30年度の展開イメージ

企業等の実態
把握及び取り
まとめ
・特別休暇

制度の有無
など 企業訪問・広報等

応援団交流会

（企業・団体における取組）
・従業員に向けた周知、社内研修会の実施 など
（県の取組）
・取組企業数を増加 ・高知県版父子手帳の作成・配布
・各種セミナー・講座の開催
・事業戦略の策定等と連携した経営者への働きかけ など

⇒育児休業を取得しなかった理由とし
て「職場が育児休業制度を取得しづ
らい雰囲気だったから」と答えた
男性正社員が26.6%

（厚生労働省「Ｈ27年度 仕事と家庭の両立支援に
関する実態把握のための調査研究事業報告書」）

「男性の育児休暇・育児休業の取得促進宣言」
企業・団体が共同して「宣言」

■職場環境の改善などが必要

①男性が育児に関する休暇等を
取得しやすい職場環境づくり

●時間単位の年休制度や特別休暇
制度の創設

●男性職員への制度の周知
●男性が育児休暇等をとりやすい

会社の雰囲気づくり
●トップの意識の変化

②加えて、
男性職員自身の意識の醸成

育休取得の希望を
叶えることが必要

ポイント

〈参考〉男性の育児休暇・育児休業の取得の促進

２ 課 題

１０

高知県



④子育ての負担をシェアし、キャリアへの不安を解消する（２）

提言：女性のキャリア形成に対する支援の拡充

出産と育児がキャリア
形成にプラスとなる働
き方が必要

◆女性の就業が拡大し、指導的地位にある女性も増加

キャリアへの不安を解消する

○就業率の推移

○階級別役職者に占める女性の割合の推移
（常用雇用者100人以上雇用する企業）

（厚生労働省：賃金構造基本調査）

（総務省：労働力調査（基本集計））

（％）

（％）
●出産や育児に伴う休業が、「キャリア形成にとってマイナスになる

のではないか」との不安を解消することが必要

○育児休業期間中の女性が通信制講座（大学）やｅラーニングを受講す
る際に受講料等を支援する企業・団体等への助成の新設

＜「両立支援等助成金」へメニューを追加＞

・受講時にベビーシッターを利用したい方に対して……
☛育児休業期間中でもベビーシッターが利用できるよう

「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の対象を拡充！
・子どもが２歳になるまで育児休業とスキルアップを両立したい方に対して……
☛育児休業期間の延長（１年⇒２年）と育児休業給付金の支給！

■育児休業期間中の女性のスキルアップ（資格の取得等）を
サポートする企業・団体等への支援

○育児休業明けの女性がテレワークなど柔軟な働き方を選択できる環境
整備を行う企業・団体等への助成の拡充

＜「両立支援等助成金」へネット環境の整備等を追加＞

○残業や夜勤等においてベビーシッターを利用した際に支援を行う
企業・団体等への助成の拡充

＜「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の助成額の拡充＞

■早期の職場復帰をサポートする企業・団体等への支援
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『全国知事会提言～次世代を担う「人づくり」に向けた
少子化対策と子どもの貧困対策の抜本強化（H29.7 
全国知事会）』に追記

育児のために離職した女性の復職や再就職に向けた支援の強化を！ １１

知事会提言に加え...



出産や子育てを理由に休職・退職したとしても、希望すれば予見可能性をもって確実に復職、再就職できる仕組みの構築を図る必要。
復職支援などの取り組みの充実とともに、さらなる制度的対応は考えられないか。

「高知家の女性しごと応援室」について

■概要
・H26.6.28～開室 ・週４日(月・火・木・土)開室

■事業内容
・キャリアコンサルティング・相談 ・研修の企画・実施 ・情報提供
・潜在的な求職者の掘り起こし ・県内企業へのアプローチ ・無料職業紹介

■実績

H26 H27 H28 累計
開室日数 152日 196日 193日 541日

延べ相談件数 526件 1,344件 1,238件 3,108件
新規相談者数 196人 484人 427人 1,107人

就職者数 44人 138人 166人 348人
就職率 53.7％ 54.6％ 58.5％ ー

就職者数が増加、就職率が向上し、きめ細かな就労支援が就職につながっている

働きたいと考える
全ての女性を応援

①子育て支援センター等でのＰＲ
・子育て支援センター等への訪問
・ミニセミナーの開催
・子育て女性再就職支援イベントの開催
・さんSUN高知等の広報を活用した幅広い
年齢層へのPR

就労支援

求人開拓

⑤就職者へのアフターフォロー＆
キャリア形成支援
・就職決定後のアフターフォロー
・企業への出張セミナー＆キャリアコン
サルティング

④求人開拓、求人条件調整
・求職者のニーズにあった求人の開拓
・企業の要望に沿う人材の紹介
・求職者、企業双方の希望条件調整
・働きやすい職場づくりに向けた企業へのアドバイス

③きめ細かな就労支援
・キャリアコンサルティング、適性検査、求人検索、書類作成・面接練習
・相談室の拡張による相談環境の向上
・職業紹介前の職場見学等の強化 ・就業者との交流会

②相談窓口の拡大
・ハローワークと連携した東部、西部地域への出張相談開始

相談事例蓄積ニーズ分析
・自分の環境に合わせた働き方・仕事をしたい
（就業時間の調整、自宅に近い勤務地、土日祝日が休日等の希望が多い傾向。）
・ライフサイクルに合わせた働き方を望む傾向にある（子育て・介護等）等
・中高年齢層の相談件数の増加

・潜在的な女性労働力
の掘り起こし
・相談体制の強化

・求人契約企業の拡大

全体のスキーム

■現状
・出産、育児等を記に離職する女性が一定数いる
・Ｍ字の窪み：3.4％ 【H27「国勢調査」】
・出産、育児のため離職した女性のうち、就職を希望しているが求職はしていない者：3,300名
【H24「就業構造基本調査」による推計】

・応援室は就労支援窓口として一定定着し、ノウハウの蓄積や就労を機能する女性
のニーズ分析が進んだ

■育児のために離職した女性の復職や再就職に向けた支援の強化

求職者の動き
イベントの開催

STEP5
長く働き続ける

STEP3
就職に向けた行動

STEP2
窓口等への相談

STEP1
イベント等への参加

STEP4
就職

◎開設から３年８カ月で延べ相談件数が4,300件、就職者数が490人を超える
◎女性の就労を支援するワンストップ窓口として、より多くの女性が就職につながるよう､きめ細かに対応

１２

高知県

（参考）

「高知家の女性しごと応援室」の支援内容


