
1 結婚、妊娠、子供・子育て
に温かい社会づくり

（マタニティマーク、ベビーカー
マークの普及啓発）
マタニティマークの普及啓発
マタニティマークは、妊産婦に対する気遣
いなど、妊産婦にやさしい環境づくりに関し
て広く国民の関心を喚起するために、21世
紀における母子保健分野での国民運動計画で
ある「健やか親子21」推進検討会において
募集し、2006（平成18）年に発表された。
普及啓発を推進するため、ホームページなど
様々な機会を通して広く周知するとともに、
交通機関、職場や飲食店などに対し、取組へ
の協力の依頼を行っている。（第2-2-11図）
マタニティマークの普及に取り組む市区町
村も着実に増加しており、マタニティマーク
入り妊産婦個人用グッズを配付している市区
町村数は、2014（平成26）年度には1,706か
所（98.0％）となっている。

ベビーカーマークの普及啓発
ベビーカー使用者が安心して利用できる場
所や設備を明示するために、「公共交通機関
等におけるベビーカー利用に関する協議会」
（以下「ベビーカー協議会」という。）で
2014（平成26）年にベビーカーマークを決
定した。（第2-2-12図）ベビーカー協議会の
構成員の協力を得て、駅や車両、各種建築物
等のエレベーターなどで、ベビーカーマーク
の掲出を行い、ベビーカーの安全な使用のた
めの周知のほか、ベビーカー使用者やその周
囲の人にお互いに配慮してもらえるよう、
キャンペーンなどにより継続的に働きかけて
いる。また、普及啓発を推進するため、2015
（平成27）年5月に子育てにやさしい移動に
関するウェブサイト（こそだてモビ）1を開設
し、情報発信等を行っている。

第2節 社会全体で行動することによる少子化対策の推進

 第2-2-11図 マタニティマーク

資料：厚生労働省資料

 第2-2-12図 ベビーカーマーク

資料：国土交通省資料

1　http://153.150.114.64/kosomobi/
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（好事例の顕彰と情報発信）
「子供と家族・若者応援団表彰」の実施
子供・若者を育成支援する活動及び子育て
と子育てを担う家族を支援する活動において
顕著な功績のあった企業、団体又は個人に対
し、「子供と家族・若者応援団表彰」を実施
している。また、子供や若者を育成支援する
優れた活動などを広く社会に紹介する「子供
と家族・若者応援団活動事例紹介事業」を実

施している。2017（平成29）年度には、「子
供と家族・若者応援団表彰」では、内閣総理
大臣表彰として4団体を、内閣府特命担当大
臣表彰として「子供・若者育成支援部門」で
1名9団体を、「子育て・家族支援部門」で6
団体をそれぞれ表彰し、「子供と家族・若者
応援団活動事例紹介事業」（チャイルドユー
ス・サポート章）では、2名10団体1企業の
優良な活動について紹介した1。（第2-2-13
図）

「子育て・家族支援部門」受賞者 内閣総理大臣賞受賞「いのちの応援舎」

1　http://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/support/h29/pdf/jusho1.pdf
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子供目線のものづくりの推進（キッズデザイ
ンの推進）
子供の安全・安心と健やかな成長発達につ
ながる社会環境の創出を目指したデザインで
ある「キッズデザイン」の開発・普及を推進
している。2007（平成19）年度に、キッズ
デザインに優れた製品や取組等を表彰する
「キッズデザイン賞」が創設され、特定非営
利活動法人キッズデザイン協議会において運
営がなされている。
第11回目に当たる2017（平成29）年には、
企業、地方公共団体、研究機関などから合わ
せて462点の応募があり、そのうち298点が

受賞した。受賞作品には「キッズデザイン
マーク」の使用が認められる。（第2-2-14図）
2013（平成25）年の第7回より、経済産業大
臣賞、少子化対策担当大臣賞、消費者担当大
臣賞に加えて、最優秀賞として「内閣総理大
臣賞」を創設した。また、2015（平成27）
年の第9回より、男女共同参画担当大臣賞が
新設され、政府を挙げて推進している。
2017年度は、「子どもたちを産み育てやす
いデザイン部門」から少子化対策担当大臣賞
として「母子健康手帳アプリ」（個人・家庭
部門）及び「JOHNSON TOWN」（地域・社
会部門）を表彰している。（第2-2-15図）

 第2-2-14図 キッズデザインマーク

資料：経済産業省資料
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