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少子化対策克服会議 第２回資料
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□少子化対策についてのアンケートについてのサマリー 
 
今回の会議に合わせ、１月２０日からメンバーに少子化対策のアンケートを実
施いたしました。１月２０日から２月１日の１０日間で、２１，７７４名に配布、
４４７名（回答率２．１％）のアンケート結果を収集することができました。 
 
青年会議所のメンバーが対象なので、アンケートの属性は、２０代から４０代の
経営者または経営者に準ずるメンバーであります。 
今回のアンケートは、少子化対策全般に関わる質問をさせていただきました。結
果は、お手元の資料の様になりました。国や地方自治体で、少子化対策を取り組
まれているはずでが、実際の現場にはその情報や施策が届いていない様に感じ
ます。自社の育児支援についても、正規雇用には適用しても、非正規雇用にはな
かなか適用されていない現状もわかります。 
 
企業内保育の取り組みなども「取り組む気がない」や「知らない」というが半数
以上を占めて、１企業での対応というのは、現場はコストや人財の面で難しいと
いう感覚を持っていることが伺えます。 
 
また育児休業制度については、驚いた結果となっております。自社に制度がない
や知らないというメンバーが半数を超えています。回答者の企業に若い雇用者
がいないなどの状況にも左右されているのでしょうが、現場の意識はまだまだ
低いのが現状であります。 
 
また上記の結果に連動をしているのが、政府への要望として、助成金の拡充への
要望です。中小企業は、豊富な人材量を抱えることができません。育児休業で休
まれた場合などの、その穴を埋める施策が必要であります。 
 
また最後に、アンケート回答者の現在の子供数と、今後欲しいと思っている子供
数を聞きました。現在の子供数は、平均１．３９名であります。また今後欲しい
と思っている子供の数は、平均２．４５名でありました。経営者層が多いので、
希望する子供の数は多いですが、現状とはかなり乖離をしていると考えられま
す。 
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　　アンケート集計：少子化対策についてのアンケート

アンケート実施期間：2018/01/19 22:00 ～ 2018/02/01 00:00まで
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【設問1】あなたのお住まいの地域で、少子化対策推進のための支援事業を行なっていることを知っています

　　　　 か？

【設問2】「はい」と記載された方へどのような支援事業か記載してください

・詳細は承知していない

・１８歳までの医療費免除。

・子供2人目以降幼稚園タダオムツ券三万円分の配布

・子育て給付金

・まず自分から行う。

・小児医療全額控除

・待機児童の解消出産無料

・子ども（中学生まで）医療費無料など

・保育料の一部支援

・働く女性支援施設の増加や待機児童をなくすための施設の増加等

・不妊治療への助成金制度。中学校卒業まで医療費免除。チャイルドシート助成金制度。3人目以降のお祝い金制度。

・男性の育休で会社と本人に補助金が出ます。

・自治体による片親に対しての支援など

・婚活活動の協力

・こっころカードという子供がいると割引になるカードが発行されています。幼稚園の預かり保育も年々充実しています。

・くるみん認定の周知促進。子育て支援（保育園・幼稚園・待機児童対策）等。

・不妊治療に対する助成金

・結婚子育て資金利子補給事業子ども用品無料リサイクル子育てクーポン券の配布不育症や不妊治療費の助成など

・婚活支援、パーティー
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・婚活パーティー

・保育料の無料化（3人目より）

・企業内保育所子育て広場事業妊産婦検診などなど

・不妊治療助成金

・移住や合コンなど

・保育園の費用の一部免除等

・子育て支援センター子育てのための給付 など

・婚活事業待機児童対策

・少子化対策はあるが、これといって際立ったことはしていない

・子育て世代に限ったIターン施策中学校３年生まで医療費実質無料

・結婚支援事業

・商工会を筆頭に婚活パーティー等をユニークべニューを取り入れ地域活性化と共に行われている。

・子育て支援応援を町役場にも横断幕が掲示されており、全町民に対しPRされています。ランドセルをくれるなどの具体的なものから、

　結婚や出会いを推進する事業まで取り組まれているようです。

・名張版ネウボラや市立病院へ婦人科の誘致等

・・出産金お祝い支給。・保育園無料、援助。・給食無料化。・婚活事業の推進。

・子供1人につき補助金

・成田市子ども・子育て支援事業計画にのっとった支援

・医療費無料交通費無料　等

・妊娠中の診察料金補助、出産補助金等。行政主催の街コン。

・育休に関する補助、待機児童ゼロに向けての保育施設充実など

・出産見舞金の給付１８歳までの医療費全額負担出産後の母親への社会福祉協議会のヘルプ

・高校生までの医療費無償化・婚活助成

・あいあるまちづくりプロジェクト事業・結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援をおこなうための仕組みの構築（『ハッピーリーダ

　ー作戦』事業）・結婚に向けた情報提供等（『はじめの一歩・ちょっとひと押し作戦』事業）・妊娠・出産に関する情報提供（『ほん

　わか幸せ作戦』事業）・結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備（『大好きこのまち作戦』事業）・少子化対

　策への前向きな機運の醸成（『ぐんと親育ち作戦』事業）

・３人目以降に補助金

・結婚支援

・児童手当制度や子育て支援のホームヘルパーの派遣など

・特になし

・子育て支援出産支援

・子供医療費の助成、２人目からの保育料の助成等

・県の事業と連動してのことだと思いますが、・子育て世代に対する交付金、補助金・子育て支援施設（相談、預かり）の創設・保育園

　、こども園整備・各種セミナー等の開催　　　　等

・こども、子育て支援計画

・子供の医療費無料２人目以降保育料補助入学時ランドセル支給子育て支援金

・大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度など

・婚活事業

・医療費12歳までの無償化。

・幼稚園費用の助成

・結婚サポート事業

・子供の医療費定額

・子育て補助金支援

・市外からの移住補助中学生までの医療費無償私学幼稚園通学者への補助

・出逢い支援（結婚支援）

・子供医療費無料

・保育料補助制度

・県と市が一緒になりお見合いイベントの開催を実施、また実行する団体への補助を行っています。また子育てに悩んでいる親に対し交

　流会相談会を開催しています。

・医療保険料を中学生まで支払い免除

・子育て支援市からの助成金
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・何かしら支援がある事は知っていますが、具体的には理解出来ていません。

・市で子育て支援を行っている

・出産支援・医療支援・就学支援・生活支援

・１８歳未満の子供の医療費無料第三子の保育所の保育料無料化妊婦健診補助の助成と歯科検診1回分無料　等

・出産した家庭に１０万円分のの地域振興券を贈呈

・子ども食堂など

・給付金子育て親子の応援事業①ベビーマッサージ講習会②リフレッシュタイム（子供の預かり）　毎年1回、金曜日に託児つきで実施

・子ども手当や、保険料補助など

・婚活イベントの開催

・こちらをご確認下さい。https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kosodate/boshi/keikaku-jissijoukyou.files/27_4_jigyouh

　oukoku.pdf

・補助金や保育所の負担金の減額や控除

・少子化対策として３人目の子供の出産から報奨金子育て支援として高校生までの子供の医療費全額負担

・https://www.city.shimada.shizuoka.jp/hisho/documents/kenritsudaigakutokubetsukougishiryou.pdf上記にある事業

・医療費一律500円子育て支援カード支給によるサービス、物販価格の値引き

・子供２人目から市内公立保育所の無償化

・第３子以降の保育料無料、育児用品手当、子ども手当

・紙オムツの一年分の支給

・地域子育て支援施設がある。児童手当給付金、学生、未就学児の医療費の無償化

・市主催の婚活パーティ、子育て支援金、給食無料化

・3児以降の保育料が無料

【設問3】自社で正規雇用者の育児支援を行なっていますか？

【設問4】自社で非正規雇用者の育児支援を行なっていますか？
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【設問5】企業内保育所の取り組みについて知っていますか？

【設問6】育児休業制度を企業で実施していますか？
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【設問7】少子化対策にあたって政府に要望することはありますか？

【設問8】その他の方ご意見をお願いします。

・特になし

・今の人はそもそも結婚や子育てに希望を見出していない。良い面がみれないし、責任が重くなるというイメージのみが先行する。そも

　そも、適齢期に結婚して育てられる環境にないから生まないという世帯は少ない。少子化を食い止めるにはまずは恋愛や結婚や子育て

　に対してのポジティブなイメージを広げていき、婚姻率を上げたり、夫婦別性を導入したりして、恋愛・結婚の門戸を広げる必要があ

　ると思う。

・子供を産みたくなるような若年世代の雇用賃金、業務時間の改善

・計画停電

・育児休暇中でも保育園に通えるように。第2子が生まれ、上の子が保育園に通えなくなったので。

・制度だけでなく日本社会の意識を根本的に変えないと、形式的な建前だけで終わると思う。

・既に生まれた命の支援も重要だが、不妊治療などこれから生まれてくる命をもっと支援するべき

・街の魅力を発信できる環境での合コン。

・共働きを推奨している時点で、対策は無意味と考える。

・育児だけでなく、出会いの場、賃金、雇用、教育費用、関東集中型、などすべてかかわってくるので一言では言えない。

・少子化といってもテーマが大きすぎて課題と解決策も様々。人を増やすことを解にするなら子供を増やす過程への優遇があるし、少子

　化が回避できない問題として例えば医療費負担をどうするかとかであれば、高齢者への医療支援を減らしてもっと役に立つことに使う

　とか、色々課題と解決がある。質問がざっくりしすぎてわかりません。

・高齢者医療費の自己負担増額を財源とする、子育て世帯の負担軽減。具体的には、出産費用の自己負担ゼロ化、出産一時金の支給、公

　立の小学校から高校までの授業料無償化。

・育児の面では、父母どちらかでもフレックスタイム等で就業時間の調整ができるようになったほうが育児への参加はしやすくなります

　。他気になることは子孫が増える事の魅力がわからないです。

・高齢者への手厚い保証を子育て世代への保証へ少し移管すること。

・子供を増やすという目的を達成するための手段の一つとして単身親の支援の必要性を実感しております。近年、結婚に対する意識の変

　化から、女性の中には「結婚はしなくても子供は欲しい」というニーズが生まれています。妊娠、出産、育児は身体的、社会的に大き

　な負担ともなりますが「パートナーがいなくとも、それを乗り越え子供という未来、希望を手に入れたい」と切実に願う女性をサポー

　トするような仕組みがあれば、例え少数派といえども少子化を食い止める一つの有効策となりうるのでは、と考えています。

・安心できる保育環境の整備、保育士の育成・助成、共働きが出産・育児しやすいような柔軟な勤務形態の推奨（フレックスタイム・テ
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　レワーク）、時間外労働の圧縮、３人目以降の出産への奨励金．．．など

・消費税減税

・企業保育所設立を考えたとき、小規模であること（大体社員数の５％程度）、不定期であり（居ない年度がある）、人材確保の問題（

　専門スタッフ1名は何とかなっても変わりの人材までの確保が出来ない）がある。企業内保育士という概念での新たな資格の創出（講

　習3日の技能講習の様な物）や地域の他の保育所との人材の連携が図れる仕組みや、専任技術者としての保育士1名＋企業内保育士での

　保育を認めるなど、特に「法律に則って」人材確保を行える仕組みが必要かと思います。特に重要だと思うのは、保育士という役職で

　1名の雇用は確保できても、複数名の保育士を1企業で雇用を継続するのは小零細企業では難しいと感じています。（保育事業で利益を

　出すことを目的にしていない為）しかしながら、そのような働きやすい環境を作る「必要性が求められている」企業も小零細企業であ

　ると考えます。

・根本的に早く結婚して多くの子供を授かれる状況が無いと少子化対策にはならないと思います。

・少子化は独身者が多いのも原因であるので、税金を課すなり、既婚者には、減税をするなりしてバランスをとって欲しい。

【設問9】あなたは子供は何人いますか？

【設問10】あなたは子供は何人欲しいですか？
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カテゴリ 補助金・助成金アイディア 狙い・効果など

1 結婚支援
国際結婚補助金
国際結婚をしている夫婦でお子様がいる家庭

出会いと人との関わりの機会を増やす

2 結婚支援
婚姻率増大のための補助金
街コンやお見合い大作戦イベントの無償化または補助金制度を策定する。

結婚の可能性を高めることが大切と考え国として出会いの機会を提供す
る。

3 結婚支援 35歳以上同士が結婚する、高齢結婚助成金
晩婚化した現在、シングルから結婚への意識を高めるために補助金考えま
す。

4 結婚支援 22歳以下同士が結婚する、若者結婚助成金
結婚と子育てには金銭面でのハードルが高いと考えられています。そこで
その意識ハードルを下げるために、一般的に給与が低い世代に補助をする
ことで結婚・出産をしやすい環境を作ります。

5 結婚支援 学校教育>恋愛是正道徳、家族観道徳の推進
現代、進学のための勉学偏重となっており、家庭観、家族観や恋愛をする
ことがタブーとさえとらえかれない学校さえあります。そこで恋愛、結婚
への心理的誤解を変えるための道徳教育を推進します。

6 結婚支援 恋人のための休日新設、休暇制度補助金
育休や産休制度は充実しつつありますが、結婚にいたるまでの時間が取れ
ない社会人も多くなっています。そこで結婚・出産の前段階の恋人を増や
すことを推進するための補助金を提案します。

7 結婚支援
独身貴族補助金
独身者が趣味や合コン等に参加する時の費用を一部支給

出会いの場を創出し、既婚率から出生率の上昇を目指す。

8 結婚支援
入籍のバックアップ
入籍した夫婦に市町村から仕事の紹介がある企業へ人件費の補助がある

子供を作れる環境の整備

9 結婚支援 結婚記念日ホテル優待補助金

"結婚に関してメリットを感じられず、結婚に対する意識が低い雰囲気が
漂っています。
既婚者が優遇される世の中にするために、「結婚記念日」に優遇措置をと
ることでイメージを浴することに繋がります。"

10 結婚支援
合計５０才補助金
夫婦の年齢合計が５０までに結婚、出産した家庭に補助金

早期結婚、早期出産

11 出生率向上
年金加算
子供を３人以上養育すると年金が１０％加算されます。

出産の増加

12 出生率向上

職業自由選択補足手当
子育ての為に仕事を全面的に休むのか、週４日や３日勤務、午後３時まで
と言ったように時間短縮するかなど、個人に合わせて労働の有無や、労働
時間数を選択することができる。

出産の増加

13 出生率向上
出産費用
産科の受診料、検診費、出生前診断、出産費用など妊娠出産から産後のリ
ハビリテーションを含め無料。

出産の増加

14 出生率向上
不妊治療
治療の無料化年齢制限は設ける。

出産の機会の増加

15 出生率向上
育児給付金の増加
手当額は最初の390日間は働いていた時の賃金の80％給付（現状40％）、
残りの90日間は一日約900円とする。

出産の増加

16 出生率向上
出生率を上げるための出産に対する補助金

子育て支援金を交付する。特に複数の子どもを出産した場合，一人増える
ごとに補助金を増やしていく。
一時金と定期金が考えられる。
①一時金なら，1人目300万，2人目500万，3人目1000万
②１人産んだら1年間，100万円2人産んだら2年間200万円，3人目で3年間
300万円

17 出生率向上
出生率増大のための補助金
不妊治療のための補助金

晩婚化が進む中で出生率がへっている。その場合，不妊治療の費用が高い
ことによってあきらめていることもある。

18 出生率向上 妊活・産休ポイント補助金

銃教員は貴重な働き手であるとともに、育休などで従業員が休業すると企
業にとっては経費負担となってしまいます。そこで妊活産休を従業員が
とった企業への給与補助金をだすことで、出産にたいして企業が前向きに
なると考えます。

19 出生率向上
職住近接補助金
職場から3km圏内に住む家庭に補助金

夫婦の会話の時間を増やす

20 出生率向上
若年3人目出産補助金
20代で3人目を妊娠したら補助金

出産リスク軽減と女性の早期職場復帰

21 出生率向上

３人目から大盤振る舞い金
人が一生で納める税金は所得税、住民税、消費税を主に平均寿命８３歳設
定で４０００万～５０００万と言われているそうです。老後の年金の部分
はとりあえずおいといて、３人目から思い切って１０００万給付しても、
国は損しないのではと考えます。

皆３人目を狙いにいく夫婦が確実に増えます。

22 出生率向上 相続財産調査

若い相続人に限り、相続財産を調査する費用を援助。そもそも未請求と
なっている生命保険金だけで２０億円と言われているようです。相続財産
を調査しようとした場合に発生する費用を援助し、本来取得できたはずの
財産を若い相続人に適切に埋もれた財産とさせないようにします。それに
より経済的事情を理由として子作りを中断する若者を減らします。

23 出生率向上 家族補足手当
第３子から支給される。所得制限はありますが、制限は緩やかなので多く
の世帯が受給しています。

24 出生率向上 出産費用
産科の受診料、検診費、出生前診断、出産費用など妊娠出産から産後のリ
ハビリテーションを含め無料。

25 出生率向上 父親の出産休暇 母と同様の有給扱いで賃金の８０％

26 出生率向上 サムボ（事実婚、同棲）制度

サムボとは、登録している住所を同じくし、継続して共同生活を営み、性
的関係をもつカップルの事です。スウェーデンでは、サムボによるカップ
ルが多く、法律婚のカップルの9割以上がサムボを経験しており、お試し
期間として機能していると考えられています。また、サムボカップルに生
まれた子ども、すなわち婚外子に対する法律上の差別はなく、法律婚カッ
プルの子と同様の権利を保障する。

27 出生率向上 家族手当の充実
子供が増えると家計の負担が増えてしまう現状を打開する補助金制度の確
立。

28 出生率向上 ＥＤ治療の保険適用
ＥＤに悩んでいるために子作りや恋愛ができないという人は、潜在的には
かなりの数いると言われています。ＥＤ治療に手軽に取り組めることで、
少子化対策に寄与できます。

29 子育て支援 働きやすい職場環境つくりのための補助金

各事業所の企業主導型保育事業と認可保育所のコラボレーション
事業所が企業主導型保育事業など子育て支援事業を始めるときに認可保育
所、認定こども園などと連携（実際の運営やノウハウや保育の内容）した
ときに、開園資金としての建築費や修繕費が3分の2程度の補助金があれば
企業も開始しやすく、子育て支援も伴った企業となり少子化対策につなが
るのではないか。

少子化対策に向けての補助金・助成金アイディア



30 子育て支援 地域（より細かい地域）での地域情報プラットフォーム構築の助成金

昨今子育ての孤立化が問題となっています。情報を取るのが上手な人は地
域の子育てイベントなどにでかけたりするのだが、そうでない人や移住者
世帯などの家庭はなかなか地域の情報を掴むことができず、子どもと二人
でいる時間が長いため孤立化しやすい。地域ごとの情報のプラットフォー
ムがあれば町内会ごとに発信できるし、それを作れる助成金（費用の半
額）があればする方がいるのではないか。住みやすい地域にすることが産
みやすい地域にする第一歩ではないかと考えます。

31 子育て支援 放課後児童クラブの補助金の拡充

現在保育所の待機児童を同じくらいの待機児童問題を抱えている学童です
が、年間の事業予算は35名定員でおよそ600万（自治体によって違うが）
の運営費となっています。これは雇用できる人材も限られ施設の修繕や新
規立ち上げが困難になっております。子どもを預けることが出来ないから
働きにも行けない。余裕のある子育てができないから次の子どもをという
ようにはならない。この負の連鎖を解消するために、もっと産みやすい日
本とするべく学童の運営費自体を現在の2倍、新規立ち上げのための土
地、建築、修繕などの補助金を建築費の3分の2は助成していただきたい。

32 子育て支援
一億総活用の観点から、企業内保育やママスクエア等の保育所つきBPOに
対しての補助金

育児から急に仕事に戻ると、ついていけなかったり、子供が気になって結
果的に会社を退職することが多くなっている現状で、それを解決するため
の方法として考えられるのではないかと思います。

33 子育て支援 養育費回収支援制度

養育費を支払わない元夫の割合が８割に上るなどの報道があります。これ
がためシングルマザーの６割は貧困層と言われ、まだ若いのに次なる家庭
の形成に物心両面で向けない社会的事実があると思います。このような養
育費が未払となっているシングルマザーを支援すべく、養育費の支払から
逃れようとする元夫に対して、差し押さえを可能とできるよう金融機関の
口座調査費用を補助金で援助します→税金を利用せず、養育費を回収し、
新しい生活へ後押しが可能となります。

34 子育て支援 子供の数に応じて65歳以上年金支給に上乗せ給付補助金
現在の社会保障制度では現役世代が老齢世代を支える構図となっていま
す。そこで自分の老後をさせる若年層を支える世代を生み出した数によっ
て、老齢給付を増やすことを考えました。

35 子育て支援 4人目以上にビッグボーナス補助金
出生率2を超えるためには、０世帯もいる社会の中で、４人を出産する家
庭を増やすことで全体の出生率を上げることに繋がります。

36 子育て支援 祖父祖母が孫の世話をするための交通費補助金
保育園不足が叫ばれる中、子育ての担い手となる親世代の両親に頼るため
に、祖父母の移動に対して補助を設けることで、子育てしやすい家庭環境
を作ることに繋がります。

37 子育て支援 子育て中心の生活が出来るように、パートタイム雇用に対する助成金
フルタイム勤務では通学前や保育時間外の子育てに支障があります。そこ
で昼前後のパートタイムに補助を設け、少しでも働きやすい環境を整えま
す。

38 子育て支援 三世帯で暮らす世帯の助成金
保育園不足が叫ばれる中、子育ての担い手となる親世代の両親に頼るため
に、３世帯同居を推進することで子育てしやすい家庭環境を作ることに繋
がります。

39 子育て支援 小児科医、産婦人科医の育成、開業補助金
小児科医、産婦人科医は責任が大きく、医学部生にとって敬遠しがちな診
療科目となりがちです。そこでその専門医を増やすために育成、開業補助
金を設けます。

40 子育て支援
リモートワーク推進補助金
会社でなく自宅で仕事することを推奨する企業に対しての補助金

家庭、育児と仕事の両立

41 子育て支援
子育て交通費補助金
近くの保育園等に預けられない子供がいる家庭や病院等が近くにない家庭
に対してのタクシーチケットなど交通費の支給

育児費用、時間の軽減

42 子育て支援
教育費補助金
子供3人以上いる家庭に(養子除く)3人目から大学進学、入学時一人あたり
200万円支給

教育費の負担軽減により、少子化克服

43 子育て支援
保育所利用への補助金
保育所の利用料金の上限額を定める

子育ての軽減

44 子育て支援
子育て給付金の再開、児童手当の拡充
中学卒業までの子供に毎年5万円(所得による調整があってもよい)ずつ配
る。児童手当を倍増させる。

使途を問わず子供一人に対し一定額を給付し、需要に対し自由なお金の使
い方を促進する方が既得権益や関係団体の諸経費が削減され効率的。

45 子育て支援
子育て充実チケットの配付
子供が生まれた世帯に対し子育て関連チケット配付、食費、習い事、保育
関連等一定の分野に対し使い道の幅を設ける。

上記補助金だとパチンコ行く親もいるでしょうし、使途をある程度狭めた
案でございます

46 子育て支援
短時間勤務助成金
妊娠時から産休までの妊婦を対象とし正規労働時間との差額分の賃金を助
成する。

通勤、帰宅ピーク時を避けることができる。

47 子育て支援
看守り(みまもり)助成金
登園・登校停止の伝染病に羅患した子供を看病するために有給休暇を取得
した場合に、企業に対し賃金相当額を助成する。

有給休暇消化率の向上。

48 子育て支援
一人親世帯給付金
義務教育期間中の一人親世帯に、子供手当てだけでなく入学準備金などの
手当てなど。

一般の家庭より金銭的に不安が有るので親への金銭的支援

49 子育て支援 片親【シングルマザー、ファーザー】の保育補助金 母子、父子家庭の支援

50 子育て支援 家族手当
所得制限なしで、2子以上を養育する家庭に給付される。20歳になるま
で、こどもの数によって支給されます。

51 子育て支援
子育て世代、特に３人以上の子どもを育てている世帯に対して、大幅な所
得税減税

子育ての軽減

52 子育て支援 職業自由選択補足手当
子育ての為に仕事を全面的に休むのか、週４日や３日勤務、午後３時まで
と言ったように時間短縮するかなど、個人に合わせて労働の有無や、労働
時間数を選択することができる。

53 子育て支援 保育方法自由選択補足手当 保育ママに子どもを預ける場合に支給

54 子育て支援 保育サービス

公立保育所の充足率は低いが、３歳までは自宅で子どもをみてくれる認定
保育ママや低額のベビーシッターが比較的簡単に利用。3歳以上になると
公立の保育学校に入学できるようになり、保育学校は初等教育体系に位置
づけられている為、100％就学保障

55 子育て支援 余暇保育 日本の学童において、ほとんど費用がかからない仕組みを作る。

56 子育て支援 パパ専用の育児休暇と育児休暇の延長
パパ専用の育児休暇制度を（国が定めた日数）１００％実施した中小企業
に対して補助金を支給する。

57 子育て支援 女性の育児休暇取得推進

中小企業で働く女性の約８０％は出産を境に退職しているのが現状です。
中小企業が産後の女性に育児休暇（１年以上）を取得させるには財務的に
厳しいところがあるので、育児休暇中の補助金制度があればいいかと思い
ます。

58 子育て支援 児童手当の充実 学費の免除等の充実を目指した制度の確立

59 子育て支援
働き方改革に関する法人税減税
男性女性産休育休（1年間で何日など一定のルールを決め）を、取り入れ
た会社への法人税の減税。

これによって育休取得が奨励されることになる。

60 子育て支援

親世代の負担軽減のための預かり所拡充補助金
①デパート等外出先施設が預かり所を作った場合地域の預かり所を作った
場合に当該企業に対して補助金を交付する。
②一時預かり所利用料金を減らすことも大切と考えるため，料金を低減さ
せるよう，企業に対して交付する。

外出先での預かり所や日常でのファミリーサポートなど一時預かり場所の
拡充によって，負担感のない子育てをできると考える。



61 子育て支援

子どものための負担軽減補助金
①放課後クラブの拡充
②小学校入学(6歳)までの予防接種等を含む医療費の無償化への補助金
③子供の数によって公共交通機関が無償化になる制度。
④共働き世帯の子どもの保育園代の無償化する補助金
⑤無認可保育園利用者にする補助金
⑥シングル世帯への補助金増大

子育てに関する負担を軽減することが考えられる。そこで，具体的な軽減
に加え，子供が多いほど生活が楽になるようにすることによって子どもを
産むことへの負担感を減らすことが考えられる。また，待機児童などの問
題もあって子どもを産むことへのためらいを感じている世帯への負担感を
減らすために経過措置として無認可保育園利用者への補助を検討すべきで
ある。そこで次のような案が考えられる。

62 子育て支援 マタニティ専用車両、専用駐車場
妊婦や子育て世代専用の駐車場を作ることは、母親にとっては身体的負担
の軽減に大きく寄与します。そこで専用駐車場を確保するために税制優遇
を行うことで、専用駐車場を増やすことに繋がります。

63 子育て支援
児童手当増額補助制度
1.5万→2万(中学修了まで一律及び所得制限無に変更)

義務教育期間における家計負担の軽減

64 子育て支援
高等学校学資金補助制度
ある一定以上の所得制限を設け学費補助を行う

低所得家庭に対する勉学推進を図る


