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施策の具体的内容 

１．重点課題 

（１）子育て支援施策を一層充実させる。 

 

①子ども・子育て支援新制度の円滑な実施  

   

○地域の実情に応じた幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実 

・平成 27年４月から「子ども・子育て支援新制度」を施行し、幼児教育・保育・

子育て支援の「量的拡充」（待機児童の解消や身近な子育て支援サービスの提供）

及び「質の向上」（職員の配置や処遇の改善等）を行う。その際、市町村が、住

民のニーズを把握し、地域の実情に応じて、計画的に提供体制の整備を図る。

そのために必要な１兆円超程度の財源の確保については、消費税財源から確保

する 0.7兆円程度を含め、適切に対応する。 

 

・幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況やその変化にかかわらず

子供を受け入れられるとともに、地域において子育て支援を提供する認定こど

も園については、地域のニーズや事業者の意向に基づき、その普及を図る。 

 

 

○地域のニーズに対応した多様な子育て支援の充実 

・都市部のみならず様々な地域のニーズに対応して、利用者支援事業、地域子育

て支援拠点、一時預かり、多様な保育等を提供する。 

 

・「利用者支援事業」については、子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域

子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できる

よう、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援をするとともに、関

係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う。 

 

・「地域子育て支援拠点」については、子育て家庭等の育児不安に対する相談・援

助や、親子が気軽に集うことのできる場を提供するなどの地域の子育て支援拠

点の設置を促進する。 

 

・「一時預かり」については、子育て家庭の様々なニーズにより一時的に保育が必

要となった乳幼児を保育所、幼稚園その他の場所において預かり、必要な保護

を行う事業の充実を図る。 
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・延長保育、病児保育、ファミリー・サポート・センターなどの子育て家庭にお

ける様々なニーズに対応した多様な保育等の充実を図る。 

 

 

②待機児童の解消                  

 

○「待機児童解消加速化プラン」の推進 

・就労希望者の潜在的な保育ニーズに対応し、就労しながら子育てしたい家庭を

支えるため、保育所等の整備を始めとして、小規模保育、家庭的保育、事業所

内保育等の地域型保育事業の活用を含め、平成 27 年度から平成 29 年度までの

３年間で約 20 万人分（児童人口の減少等による定員減少を加味すれば約 21 万

人分）の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消をめざす。 

 

 

○「保育士確保プラン」の推進  

・「待機児童解消加速化プラン」による約 40 万人の保育の受け皿の拡充に伴い、

必要となる保育士の確保を図るため、処遇改善や人材育成を含めた保育士確保

プランを推進する。 

 

 

③「小１の壁」の打破               

 

○「放課後子ども総合プラン」の実施 

・共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成する

ため、平成 31 年度末までに、放課後児童クラブについて、約 30 万人分を新た

に整備し、受入児童数の拡充を図り、利用できない児童の解消をめざす。また、

全小学校区（約２万か所）で放課後子供教室と放課後児童クラブが一体的に又

は連携して実施し、うち１万か所以上を一体型で実施することをめざす。 

 

・放課後児童クラブについては、平成 27 年４月から、対象となる児童の年齢を

「おおむね 10歳未満」から「小学校に就学している」児童とするとともに、放

課後児童クラブを生活の場としている児童の健全な育成を図るため、職員の資

格、員数等の具体的な基準を定めた設備及び運営に関する基準の策定等により、

質の向上を図る。 
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（２）若い年齢での結婚・出産の希望が実現できる環境を整備する。 

①経済的基盤の安定              

（若者の雇用の安定）           

   

○若者の就労支援                    

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の視点も含めた勤労観・職業

観や社会的・職業的自立に必要な能力等をはぐくむキャリア教育・職業教育、

新卒応援ハローワークにおける新卒者等の安定就労への支援、わかものハロー

ワーク、ジョブカフェ、地域若者サポートステーション、ジョブ・カード制度

などによるフリーター・ニート等の正規雇用に向けた支援を実施するとともに、

就職準備段階から、就職活動段階、就職後の定着やキャリア形成に至るまでの

若者雇用対策が社会全体で推進されるよう、法的整備を行い、総合的かつ体系

的な対策を推進する。  

 

 

○非正規雇用対策の推進 

・意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用へ移行できるようにするとともに、

就業形態にかかわらず、公正な処遇や能力開発の機会が確保されるようにする

など、非正規雇用対策を推進する。  

 

 

（高齢世代から若者世代への経済的支援の促進）    

 

○結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の実施    

・父母・祖父母が子・孫に対し結婚・妊娠・出産・育児や教育に要する費用につ

いて一括して拠出した場合、一定の限度額の範囲内で贈与税を非課税とするこ

とにより、高齢世代の保有する資産の若い世代への移転を促進し、若い世代を

支援する。 

 

 

（若年者や低所得者への経済的負担の軽減） 

 

○若年者や低所得者への経済的負担の軽減 

・若年でも所得が低くても、結婚して子供を持ちたいという希望を実現できるよ

う、低所得者に配慮しつつ教育を含む子育ての経済的負担の緩和を図るととも

に、低所得の子育て世帯の入居に配慮した住宅の供給を引き続き促進する。  
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②結婚に対する取組支援              

 

○地方自治体、商工会議所等による結婚支援の充実に向けた国の支援 

・地方自治体、商工会議所、企業等において行われている様々な結婚支援事業の

更なる充実が図られるよう、地方自治体の新たな取組への支援や、現行の結婚

支援事業の把握・分析及び先進的取組の事例紹介、ノウハウのあるＮＰＯ等民

間との連携等、地域等の実情に合った総合的な結婚支援事業の効果的な展開の

ための支援を行う。 

 

 

（３）多子世帯へ一層の配慮を行い、３人以上子供が持てる環境を整備する。 

①子育て、保育、教育、住居など様々な面での負担軽減  

 

○多子世帯における様々な面での負担の軽減 

・多子世帯の経済的負担の軽減のための措置について、一定の要件の下で児童手

当や幼児教育・保育などについて行われているが、以下の取組も含め、子育て、

保育、教育、住居など様々な面での負担の軽減策の充実に取り組む。また、地

方自治体において地域の実情を踏まえた取組が行われるよう、支援を行う。 

 

・幼稚園、保育所等の第３子以降の保育料無償化の対象拡大等に向けた検討 

第３子以降に関する幼稚園、保育所等の保育料が一定の範囲で無償となる制

度について、その対象の拡大等について、必要な財源確保方策と併せて検討を

行う。 

 

・多子世帯又は第３子以降を対象とする保育所等の優先利用 

多子世帯又は第３子以降であることを保育所等の優先利用の事由の一つ 

として位置付けることについて、地方自治体に対する配慮の働きかけを行う。 

 

・住宅政策における多子世帯への配慮・優遇措置 

公営住宅における多子世帯への配慮について、地方自治体に対する働きかけ

を行う。 
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②社会の全ての構成員による多子世帯への配慮の促進 

 

○子育て支援パスポート等事業の充実               

・地方自治体・商店街・企業等が連携する等して行われている子育て支援パスポ

ート等事業について、多子世帯への支援が図られるよう必要な取組を行う。 

 

 

○公共交通機関等における負担の軽減の要請       

・公共交通機関等における負担の軽減を含め、社会のあらゆる分野における多子

世帯への支援について、要請を行う。 

 

 

（４）男女の働き方改革を進める。 

①男性の意識・行動改革 

（長時間労働の是正） 

 

○長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進 

・長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進等のために、法的枠組みの整備、

企業経営者等への働きかけ、地方自治体との協働による地域レベルでの年次有

給休暇の取得促進や、年次有給休暇取得促進期間の設定による全国の労使に対

する集中的広報の実施など、「働き方改革」を推進する。また、長時間労働の削

減のための重点的な監督指導等を実施する。 

 

 

（人事評価制度の見直しなど経営者・管理職の意識改革） 

 

○企業経営者等の意識変革 

・企業とそこで働く者が、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場

風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り組めるよう、企業経営者等の

意識変革を図るための働きかけや周知啓発、研修等を行う。 

 

 

○「イクボス」や「子育て」を尊重するような企業文化の醸成 

・部下の仕事と育児の両立を支援する上司（イクボス）や「子育て」、残業を減ら

して労働生産性を上げる従業員等を大切にする企業文化の醸成に向けた検討・

取組を行う。 
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・男女が職場で十分に能力を発揮しながら、出産・子育てができる環境整備の観

点から、企業等において、人事評価の在り方の見直しや職場風土改革に関する

取組を促進するための実効性ある方策を検討する。 

 

    

（出産直後からの男性の休暇取得の促進） 

  

○男性の育児休業の取得促進  

・配偶者の産後８週間以内の父親の育児休業の利用を促進する。 

 

・世帯類型別（共働き世帯と専業主婦世帯）の男性の育児休業取得状況や配偶者

出産休暇等の利用状況に関する調査を実施し、男性の育児休業取得率を高める

ための実効性の高い方策について検討を進めるなど、専業主婦世帯の夫を含め、

男性が育児を行うことを進める。また、育児休業の取得促進など仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に関する、人事評価等を含めた職場

マネジメントの在り方の調査研究及び好事例の情報提供を行う。 

 

・父親も子育てができる働き方の実現に向けて、父母がともに育児休業を取得す

る場合に育児休業取得可能期間を延長する「パパ・ママ育休プラス」や、育児

休業給付の休業取得後 180 日間の割増給付が父母双方に適用されることなど、

制度の周知と定着を推進し、男性の育児休業の取得促進を図る。 

 

・男性が育児休業や子育てのための短時間勤務を取得することを妨げるなどの行

為（いわゆる「パタニティハラスメント」）がないよう、具体的かつ分かりやす

い事例を示しての普及活動や、意識啓発を行うとともに、企業に対する指導の

強化・徹底等を行う。       

 

・中小企業による育児支援復帰プランの作成に関し、男性労働者向けモデルプラ

ンを作り、中小企業における男性の育児休業取得の促進を図る。 

 

 

○出産直後からの休暇取得を始めとする男性の子育て目的の休暇の取得促進                             

・子育てを目的とした企業独自の休暇制度の創設の促進などを通じて、男性が出

産直後から育児や家事を行うことを促す。 

 

・配偶者の出産時や出産後に年次有給休暇の取得を希望する男性が取得しやすい

環境の整備を進める。特に、企業が労働者に時季に関する意見を聴いて、一定

の年次有給休暇の日を指定する仕組みの整備を進め、企業が当該制度を積極的

に活用することにより、労働者が配偶者の出産時や出産後に年次有給休暇を取
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得できるよう促す。 

 

 

○父親の育児に関する意識改革、啓発普及 

・イクメンプロジェクトの実施等、父親の育児休業に関する啓発資料や育児休業

体験談の広報等を行うことにより、男性の育児に関する意識改革を促進する。 

 

 

○男性の家事・育児の促進 

・男女が協力して家事・育児を行ったり、男女が共同して社会に参画したりする

ことの重要性や家庭の大切さについて、若い頃からの教育・啓発を通じて意識

形成を図るとともに、生活を営むために必要な衣食住や保育などに関する知識

や技術を身に付けられるよう、教育での取組を行う。 

 

 

②「ワーク・ライフ・バランス」・「女性の活躍」の推進 

（ワーク・ライフ・バランスに向けた環境整備） 

 

○「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」等に基づく取組の推進 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」に基づき、政労使、地方自治体等が密接に連携しな

がら、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現に向け、総合

的な取組を推進する。 

 

 

○両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備 

・両立支援制度を利用しやすい職場環境を整えるとともに、法に定める最低基準

を上回る制度の導入を促進するため、事業主に対する助言や助成等の支援を進

める。 

 

 

○育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着 

・育児休業、子育て中の短時間勤務・所定外労働の免除、子の看護休暇等の育児・

介護休業法に基づく制度について、有期契約労働者を含め周知を図るとともに、

企業の制度として定着するよう、指導を徹底する。また、育児休業給付等によ

り、育児休業中の経済的支援を行う。 
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○育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止 

・妊娠・出産、育児休業等の取得などを理由とする解雇その他の不利益な取扱い

の防止に向け、具体的かつ分かりやすい事例を示して制度を周知し、企業への

指導を徹底するとともに、労働者からの相談に対し迅速かつ丁寧な対応を進め

る。  

 

 

○育児休業からの円滑な復帰の支援 

・中小企業による育休復帰支援プランの策定を事業所訪問により支援するととも

に、育休取得時と復帰時に助成金を支給することにより、労働者の円滑な育休

取得・職場復帰を図る。 

 

 

○ライフスタイルに応じた多様な働き方の選択肢の確保 

・育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度等の企業への制度導入・定着

により多様な働き方を推進するとともに、働く意欲と能力のある女性の就業継

続や再就職の支援など、多様な働き方を選択できる条件を整備する。 

 

・フレックスタイム制の清算期間の上限の拡大を図ることにより、個人のライフ

スタイルに対応し、まとまった期間短時間で働くなど、一層柔軟でメリハリの

効いた働き方を可能とし、子育てなど生活と仕事の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）を図ることを促進する。 

 

・昼が長い夏は、朝早くから働き始め夕方からの時間を有効に使えるよう、夏の

生活スタイルを変革する新たな国民運動を展開する。 

 

 

○有期契約労働者など非正規雇用の労働者に対する支援      

・非正規雇用の労働者についても産休・育休の対象となることを周知するととも

に、有期契約労働者の育児休業取得について、企業に対するインセンティブの

措置の充実等を行う期間雇用者育児休業取得促進プログラムを実施する。 

 

・パートタイム労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用

環境を整備するため、正社員との均等・均衡待遇の確保、パートタイム労働者

の納得性の向上、正社員への転換の推進等を図る。  

 

 

○テレワークの推進  

・「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平成 26 年６月 24 日閣議決定）に基づき、子
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育てや仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）等の観点から、情報通

信技術を活用した、場所にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークについ

て普及促進を図る。 

 

   

○転勤等に関する仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進の更なる 

取組   

・子育て期に転勤が困難な方の子育てや仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）を図るため、勤務地を限定した正社員制度の雇用管理上の留意事項や

好事例等の周知及び制度導入企業に対する支援による制度の導入・普及、制度

間の相互転換についての社内の制度化を促進するとともに、転勤の実態を把握

した上で、労働者個々人のライフプランにも沿った仕事と家庭の両立への取組

を進めていく。子育てのしやすさという観点からの通勤の在り方について検討

する。 

 

 

○国の率先的取組                    

・「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成

26年 10月 17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定）及び各

府省等が策定した取組計画に基づき、国家公務員に関して、働き方改革、育児・

介護等と両立して活躍できるための改革等について、総合的かつ計画的な取組

を推進する。また、夏の生活スタイル変革についても率先して取り組む。 

 

 

（女性の活躍の推進） 

 

○女性の職業生活における活躍の推進    

・働く場面で活躍したいという希望を持った女性が、その希望に応じて、仕事と

家庭を両立し、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、国・地方

自治体、民間事業者といった各主体が、女性の活躍に関する状況を自ら把握・

分析すること、また、数値目標の設定を含めた行動計画を策定し、それらの情

報を開示すること等について法的枠組みを整備し、実効性のある取組を推進す

る。 

 

 

○正規・非正規にかかわらず妊娠・出産前後の継続就業の支援 

・希望する女性が妊娠・出産前後で継続して就業できるよう、育児休業からの円

滑な復帰の支援、育児・介護休業法に基づく仕事と子育ての両立のための制度

について、周知を図るとともに、企業の制度として定着するよう、指導を徹底
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する。また、長時間勤務の抑制、短時間勤務やテレワークなど柔軟な働き方の

実現等に取り組む。さらに、期間雇用者育児休業取得促進プログラムの実施に

より、非正規雇用の労働者の継続就業支援を行う。 

 

 

○子育て女性等の再就職支援（マザーズハローワーク事業） 

・子育て等のために離職した者の再就職を総合的かつ一貫して支援するため、マ

ザーズハローワーク事業による再就職支援の充実を図る。 

 

 

○農業経営体等における女性が働きやすい環境づくりの推進 

・農業経営において、福利厚生面の充実にもつながる法人化を進めるとともに、

家族経営協定の締結の促進や、女性の活躍推進に積極的に取り組む経営体の認

定等を通じ、子育て期の女性でも働きやすい環境づくりを推進する。 

 

 

○女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援 

・学び直しを通じ、女性を就労や起業、地域活動への参画につなげる地域や大学、

専修学校等の取組を促進する。 

 

 

○地域における女性の活躍の推進             

・地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため、地方自治体が行う

多様な主体の連携体制の構築等による地域の実情に応じた取組を支援するとと

もに、先進的取組の事業成果を広く共有することにより、モデル的な取組の他

地域への横展開を図る。 

 

 

（５）地域の実情に即した取組を強化する。 

①地域の強みを活かした取組支援 

  

○地方自治体の取組の支援                 

・地域の強みを生かし、地域の実情に即した結婚、妊娠・出産、子育ての各段階

に対応した総合的な少子化対策を推進するため、地域の実情に応じた結婚・妊

娠・出産・育児の「切れ目ない支援」など地方自治体の取組に対する必要な支

援を行うとともに、これらの取組や地域の状況の「見える化」や、先進事例の

全国展開を推進する。 
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・地方自治体において、少子化対策・子育て支援に関する民間団体、企業と連携

し、少子化対策を推進するためのプラットフォームの構築・強化・拡充を図る

などにより、行政、ＮＰＯ、企業、住民等が連携して、安心して子供を生み育

てられる地域づくりを進めていくことを促進する。 

 

     

○「子育て支援員」の養成           

・地域の子育て支援等の仕事に関心を持ち、これらの各事業等に従事することを

希望する者を「子育て支援員」として養成し、地域の実情やニーズに応じて様々

な子育て支援の担い手となる人材の確保を図る。 

 

 

○地域の退職者や高齢者等の人材活用・世代間交流   

・退職者や高齢者等が地域における結婚支援や子育ての担い手として活躍できる

よう支援するとともに、世代間交流の促進を図る。 

 

 

②「地方創生」と連携した取組の推進    

 

○「地方創生」と連携した少子化対策の推進 

・地方自治体において、まち・ひと・しごと創生法に基づく「地方版総合戦略」

を策定・推進するに当たり、地方創生の施策を講じつつ、少子化社会対策大綱

と連携し、総合的な少子化対策を進めるよう支援する。 

 

  

 

２．きめ細かな少子化対策の推進 

（１）結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じ、一人一人を支援する。 

①結婚 （関連：重点課題（２）） 

  

（ライフデザイン構築のための情報提供等）     

 

○ライフデザイン構築のための支援 

・結婚、妊娠・出産、子育てなどのライフイベントや学業、キャリア形成などを

含めた人生設計を行うための教育・情報提供やコンサルティングなどを通じて、
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結婚・出産・子育てや仕事との両立などに関する個人の希望を、より具体的か

つ現実的な計画として持つことができるよう支援を行う。その際、ライフデザ

インに関する標準的な教材やプログラムについても検討を行う。  

 

 

（結婚や子育てに関する情報発信の充実） 

 

○結婚や子育てに関する情報発信の充実    

・国と地方自治体が連携しながら、少子化の現状や取組、結婚や子育てに関する

情報について、分かりやすくかつ効果的な情報発信の充実を図る。  

 

  

○「家族の日」「家族の週間」等を通じた理解促進 

・多様な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、「家族の日」（11月第３日曜

日）や「家族の週間」（家族の日の前後１週間）において、様々な啓発活動を展

開し、家族や地域の大切さ等について理解の促進を図る。 

 

 

○家族形成に関する調査・研究等 

・家族形成に関する調査・研究及び事例収集・分析を通じて、政策的対応に向け

た検討を行う。 

 

 

②妊娠・出産 （関連：重点課題（２）） 

  

（妊娠から子育てまでの切れ目のない支援体制の構築） 

    

○「子育て世代包括支援センター」の整備      

・妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提

供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）の整備を図るととも

に、保健師等の専門職等が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応

じて支援プランを作成することにより、妊産婦等に対し切れ目のない支援の実

施を図る。また、支援対象者の評価や支援内容に関するガイドラインを策定し、

要支援者の判定基準や支援プランの標準化を図る。 

 

 

○産後ケアの充実                   

・産後ケア（出産直後の慣れない育児への不安等から来る産婦の心身の不調や産
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後うつ等を防ぐために、母子への心身のケアや育児のサポートを行うもの）の

ガイドラインの策定について検討するなど産後ケアの充実を図り、産後の不安

の払しょくや産後うつ等への適切な対応を行い、母親の心身の健康を確保する

とともに、児童虐待の防止にもつなげる。 

 

 

○乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）等の実施 

・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の実施を図るとともに、保

護者の養育を支援することが特に必要な家庭に対しては、養育支援訪問事業等

の適切なサービスの提供を行うなど、切れ目のない支援体制を推進する。また、

出産前において支援を行うことが必要な妊婦に対し、訪問等の支援を図る。 

 

 

（マタニティハラスメントの防止等） 

 

○指針の周知徹底及び企業の指導       

・マタニティハラスメントの防止のため、男女雇用機会均等法等で禁止されてい

る「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に該当する具体的内容を示した

「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に

関し、事業主が適切に対処するための指針」の周知に加え、具体的かつ分かり

やすい事例を示しての普及啓発や、企業に対する指導の強化・徹底を行う。 

 

 

○女性労働者の妊娠中及び出産後の母性健康管理の推進 

・企業における妊娠中及び出産後の母性健康管理の整備を進めるとともに、医師

等の指導事項を的確に伝達するための母性健康管理指導事項連絡カードの活用

等により、妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適切な母性健康管理の推進

を図る。 

 

 

（妊娠・出産に関する経済的負担の軽減と相談支援の充実） 

 

○妊婦健診や出産・産前産後休業期間中に係る経済的負担の軽減 

・市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の勧奨とともに、妊婦健診の公費

負担、出産育児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金、社会保険料免除

などにより、妊婦等の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図る。 
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○産科医療補償制度の整備 

・全ての分娩機関の産科医療補償制度への加入により、分娩に関する紛争の防止・

早期解決を図るとともに、原因分析による将来の同種事例の防止に役立つ情報

の提供などにより、産科医療の質の向上を図る。 

 

 

○相談支援体制の整備（妊娠・出産、人工妊娠中絶等） 

・生涯を通じた女性の健康支援や児童の健やかな発達の視点から、妊娠・出産や

その後の子育て、人工妊娠中絶等の悩みを抱える者に対して、訪問指導等の母

子保健事業を活用した相談支援のほか、女性健康支援センター、児童相談所等

での相談援助体制の整備を図る。 

 

 

（周産期医療の確保・充実等）    

 

○出産環境の確保 

・医学部入学定員の増加や医師の派遣等を行う事業等を通じて産科医の確保を図

り、また、産科医の処遇改善に取り組む医療機関の支援等を通じて、安心して

子供を産み育てることができる体制を充実させる。 

 

 

○助産師の活用 

・限られた医療資源の下で、地域において安心・安全な出産ができる体制を確保

するため、産科医と助産師との適切な役割分担・連携のもとで、助産師がその

専門性を活かせる助産師外来や院内助産所の開設を促進する。また、就業助産

師の偏在解消、助産実践能力の強化、助産学生等の実習施設確保を図るために

助産師出向導入への支援を行う。 

 

 

○周産期医療体制の整備・救急搬送受入体制の確保  

・リスクの高い妊産婦や新生児等に高度な医療が適切に提供されるよう地域にお

ける周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及びそれを支える地

域周産期母子医療センター等の整備（新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）、母体･胎

児集中治療室（ＭＦＩＣＵ）の整備）や、周産期医療に携わる医師・助産師等

を確保し、地域の分娩施設と連携しながら救急搬送受入体制の確保を図る。  
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（不妊治療等への支援） 

 

○不妊専門相談センターの整備 

・男女を問わず、不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を強化する

ため、不妊や不育症に関する医学的な相談や心の悩みの相談等を行う不妊専門

相談センターの整備を図る。 

 

 

○不妊治療に係る経済的負担の軽減等 

・不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治療（体

外受精、顕微授精）に要する費用に対する助成を行うとともに、適応症と効果

が明らかな治療には医療保険の適用を検討し、支援を拡充する。また、不妊治

療における安全管理のための体制の確保が図られるようにする。 

 

・年齢が高くなると妊娠・出産に至る可能性が低くなること、不妊の原因は男女

どちらにもあり得ること、不妊治療を行っても子供を授かることができない場

合があること等を適切に情報提供する。 

 

 

（健康な体づくり、母子感染予防対策） 

 

○母子保健・母子感染予防対策の推進 

・思春期の女性や妊産婦の健康等に関する指標及び目標を定めた母子保健の国民

運動計画である「健やか親子 21（第２次）」を推進し、思春期の女性や妊産婦の

健康管理の支援を行う。また、母子感染予防対策として、妊婦健康診査におけ

る抗体検査等の実施、母子感染予防のための保健指導等の支援体制の整備を進

める。 

 

 

③子育て （関連：重点課題（１）（２）（３）） 

（子育ての経済的負担の緩和・教育費負担の軽減） 

 

○児童手当の支給 

・家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や

かな成長に資することを目的として、中学校修了までの児童を対象として児童

手当を支給する。 

 

 


