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妊娠・出産支援について 

令和元年９月 11日 

内 閣 府 

 

１．少子化社会対策大綱（平成 27 年３月 20 日閣議決定）における記載（抜粋） 

 

Ⅱ 基本的な考え方 ～少子化対策は新たな局面に～  

（２）個々人が結婚や子供についての希望を実現できる社会をつくることを基本的な目標と

する。 

個々人が希望する時期に結婚でき、かつ、希望する子供の数と生まれる子供の数との

乖離をなくしていくための環境を整備し、国民が希望を実現できる社会をつくることを、

少子化対策における基本的な目標とする。 

こうした個々人の希望がかない、安全かつ安心して子供を生み育てられる環境を整備

することにより、希望する子供の数も増えていくことになれば、少子化の進展に歯止め

をかけることにつながる。 

もとより、個々人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりす

ることがあってはならないことに留意する。 

 

（３）結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない取組と地域・企業など社会

全体の取組を両輪として、きめ細かく対応する。 

少子化の進行は、未婚化・晩婚化の進行や第１子出産年齢の上昇、長時間労働、子育

て中の孤立感や負担感が大きいことなど、様々な要因が複雑に絡み合っており、きめ細

かい少子化対策を網羅的に推進することが重要である。 

妊娠・出産、子育て支援というこれまでの段階に加え、それ以前の段階である結婚や

教育への支援も含め、一人一人の各段階に応じた支援を切れ目なく行う。 

また、行政に加え、地域・企業など社会全体として少子化対策を進めていく上で、そ

れぞれの役割を一層果たすことができる環境を整備する。 

 

Ⅳ 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。 

（妊娠・出産） 

第１子出産年齢が上昇する中、年齢や健康問題を理由に理想の子供数を実現できない

という方も多い。母体や子供へのリスクを低減し、安全かつ安心して妊娠・出産ができ

る環境整備が重要である。 

産休中の負担の軽減や産後ケアの充実を始め、「子育て世代包括支援センター」の整

備などにより、切れ目のない支援体制を構築していく。また、マタニティハラスメント

やパタニティハラスメント防止の取組を充実させる。 

資料２－３ 



2 
 

（仕事） 

結婚、妊娠・出産、子育ての各段階のいずれにおいても、就労を望む場合に、望むタ

イミングで望む働き方ができるという希望がかなう環境を整備することが重要である。

また、若い世代が安心して働ける職場を新たに生み出すことも必要である。 

個々人の希望を踏まえた正社員化の促進や処遇改善、子供を持ちながら働き続けるこ

とができるロールモデルなどの提示、「地方創生」と連携した地域における雇用の創出

などを進める。 

 

（２）社会全体で行動し、少子化対策を推進する。 

（結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり） 

安心して妊娠・出産、子育てをする上で、妊娠中の方や子供連れで外出する際に生じ

る様々な支障を取り除き、外出しやすい環境を整備することが重要である。こうした環

境整備は、若い世代が妊娠・出産、子育てに対して前向きに考えることにもつながる。 

マタニティマーク、ベビーカーマークの普及など、妊娠中や子育て時のバリアフリー化

を進めるとともに、地域において子供連れにお得なサービスを提供する取組の全国展開

などを行う。 

  

（企業の取組） 

少子化対策を推進するに当たり、企業の果たす役割は大きい。従業員が安心して結婚

し、子供を生み育てながら働き続けられる環境を整備するとともに、企業が地方自治体

やＮＰＯと連携して少子化対策に取り組んでいくことが重要である。 

「次世代育成支援対策推進法」などを活用し、企業の少子化対策や両立支援の取組の「見

える化」とともに、先進事例を他企業へ波及させるための情報共有を進める。また、表

彰の活用や、くるみんマーク等の普及などにより、企業が少子化対策に積極的になるイ

ンセンティブを付与する取組を進める。 

 

（施策の具体的内容） 

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。 

②妊娠・出産 

（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。 
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○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。 

○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。 
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（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。 

 

（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
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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。 

 

（２）社会全体で行動し、少子化対策を推進する。 

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、ベビーカーマークの普及啓発 

・社会全体で妊産婦に対する優しい環境づくりを推進する「マタニティマーク」の

普及を図る。 

・公共交通機関等においてベビーカーを適切に利用でき、乳幼児と外出しやすくな

るよう、「ベビーカーマーク」の普及を図る。 

 

（好事例の顕彰と情報発信） 

○学校・家庭・地域における取組の推進 

・学校・家庭・地域において、生命を尊ぶことや男女が協力して家庭を築くことの

重要性や、保育体験や乳幼児とのふれあい体験を含め、子育てに対する理解を広

める取組を推進する。 

 

（妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境整備） 

○駅や小売店等を活用した子供との外出を応援するサービス等の提供、公共交通機

関での子供連れ家族への配慮などの環境整備                 

・子供を連れての外出が、支障が少なく楽しいものとなるよう、駅や小売店等にお

いて、子供との外出を応援するためのサービス等の提供が行われるよう要請し、

環境の整備を図る。あわせて、公共交通機関において優先的な乗車など、子供連

れの家族への配慮が行われるよう要請する。その際、多子世帯や多胎児のいる世

帯は、子供を連れての外出の負担がより大きいことに配慮する。 

○子育てバリアフリーの推進 

・ユニバーサル・デザインの考え方を踏まえ、都市公園や公共性の高い建築物、公

共交通機関における旅客施設や車両等において、段差の解消や、妊婦や子育て世

帯に優しいトイレの整備等のバリアフリー化を推進する。 

○道路交通環境の整備 

・歩行空間のバリアフリー化及び通学路における安全・安心な歩行空間の確保を図

るとともに、市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため

に、区域（ゾーン）を設定し、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。 

 

（国民の理解の促進） 

○少子化対策についての国民への情報発信 
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・結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくりに向けた少子化対策を進めること

により、社会や人々の暮らしがどのように変わるか等について、分かりやすく国

民に情報発信を行い、少子化対策への国民の理解を促進する。 

 

（数値目標） 
 

※１ 内閣府が実施した 2013 年度「少子化社会対策の大綱の見直しに向けた意識調査」において、「安心して妊娠・出産
できるような社会」の達成度について「そう思う」と「ややそう思う」と回答した者の割合。 

※２ 夫婦の平均予定子供数（完結出生児数の調査対象となる夫婦が調査対象であった期間の平均）に対する完結出生児
数（結婚持続期間 15～19 年の夫婦の子供数）の比率。 

※３ 内閣府の地域少子化対策強化交付金を活用し「結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援」を実施することが決定
している地方自治体数。 

 

  

項目 目標 大綱策定時の直近値 現状 

結婚、妊娠、子供・子育てに温

かい社会の実現に向かってい

ると考える人の割合 

50％ 19.4％（2013 年度） 

※１ 

45.2％（2019 年） 

子育て世代包括支援センター

整備数 

おおむね 2020 年度末まで

に地域の実情等を踏まえ

ながら全国展開をめざす 

― 1.436 箇所 

（761 市区町村） 

（2018 年４月１日） 

子育て世代包括支援センター

における支援ニーズの高い妊

産婦への支援実施の割合 

100％（2020 年） ― 99.9％（2016 年度） 

乳児家庭全戸訪問事業 全市町村 1,660 市町村 

（2013 年４月１日） 

1,734 市町村 

（2017 年４月１日） 

新生児集中治療室（NICU）病床

数（出生１万人当たり） 

全都道府県で 25～30 床 

（2019 年度） 

26.3 床 

（2011 年） 

全都道府県で 25 床

以上（平均は 34.8

床）（2017 年） 

不妊専門相談センター 全都道府県・指定都市・

中核市（2019 年度） 

62 都道府県市 

（2014 年度） 

67 都道府県市 

（2018 年７月１日） 

夫婦子ども数予定実績指標 

※２ 

95％（2020 年） 93％（2010 年） 93％（2015 年） 

結婚・妊娠・出産・子育ての各

段階に対応した総合的な少子

化対策を行っている地方自治

体数 ※３ 

70％以上の市区町村 243（14％）の市区

町村（2014 年末）

※１ 

延べ 406（24％）の

市区町村（2015 年

10 月末） 

マタニティマークの認知度 50.0％（2018 年度） 45.6％（2014 年

度） 

45.6％（2014 年

度） 
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２．少子化克服戦略会議提言（平成 30 年６月４日決定）における記載（抜粋） 

 

III. 少子化克服に向けた具体的な対応方針 

４．結婚、妊娠、出産段階から切れ目なく支援する 

 

子育て支援の充実を通じて、「子育て」に対して抱く不安感が軽減され、明るい展望が持てるように

なれば、将来的な出生率の上昇にもつながることが期待できる。他方で、人生の選択肢が多様化し、晩

婚化・晩産化が進展していることを踏まえると、結婚、妊娠、出産の全ての段階において切れ目のない

支援を展開する必要がある。 

 

（２）子供を持ちたい希望を妊娠前から切れ目なく応援する 

妊娠、出産に関する希望がかない、誰もが安心して妊娠期間を過ごし、出産できるよう、子供を持

つことを希望する人を適切に支援する。支援に当たっては、地域の特性に応じた住民満足度の高い寄

り添い型支援につなげることが重要である。 

第１子の平均出産年齢が上昇する中で、年齢や健康問題を理由に理想の子供の数を実現できない人

も多いことを踏まえ、不妊治療の充実も含め、妊娠前から切れ目なく支援する。また、理想の子供の

数を実現するためには、子供の数に伴って増加する経済的負担の問題に対応していく必要がある。特

に、初婚年齢の上昇に伴い、出産間隔が短期化する傾向にある中、多子世帯において経済的負担が一

時期に集中的に発生する可能性が高い。このため、これまでの各種取組に加え、今後、多子世帯への

より手厚い支援の在り方について検討を行うべきである。 

 

＜具体的に考えられる施策の例＞ 

◆子育て支援に当たっては、その前段階である妊娠、出産期における経済面、公的助成の利用に係る手

続面を含めた様々な負担を軽減していくことが重要であるとの認識を共有し、取組を進める。 

◆全ての妊産婦世帯を対象とし、妊娠期から関係機関の連携の下に様々な相談に応じる「妊産婦世帯へ

の伴走型支援」を展開する。 

◆市町村・民間団体による情報提供（妊婦健診や不妊治療の公費助成を始めとする様々な関係情報）の

ＩＴ化を展開する。さらに、地域ＩoＴ実装推進ロードマップ の重点分野に「子育て分野」が追加さ

れたことを受け、妊娠・出産・子育て支援パーソナル・ヘルス・レコード（ＰＨＲ）推進施策等を推

進する。 

◆不妊治療の助成制度については、初回治療の助成額の増額、男性不妊の治療の対象化など、医学的知

見等に基づき数次にわたる拡充を重ねてきた。今後とも、費用面等から実態把握を行い、心理的な支

援や助成制度について更なる検討を進める。また、不妊治療に関する研究の充実を図る。   等 
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（参考） 

  

○子育て包括支援センター 
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