
男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備

○「新子育て安心プラン」等に基づく保育の受け皿整備

○「新・放課後子ども総合プラン」の実施

○育児休業、経営者・管理職の意識行動変革や事業主の取組を促す仕組み
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育児休業、経営者・管理職の意識行動変革や事業主の取組を促す仕組み

＜これまでの取組＞
・育児休業、子育て中の短時間勤務、所定外労働の免除、子
の看護休暇等育児・介護休業法に基づく制度についての周知、
法の履行確保
・くるみん認定、プラチナくるみん認定の周知、広報の実施

＜現状・進捗状況＞（令和３年度の主な取組）
・子の出生直後の時期における柔軟な枠組み（出生時育児休
業）の創設や妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の
周知・意向確認の措置の義務付け、有期雇用労働者の育児・
介護休業取得要件の緩和等を内容とする育児・介護休業法の
改正
・上記の改正と併せて、新たに創設した出生時育児休業につ
いて育児休業給付を支給すること等を盛り込んだ雇用保険法
も改正
・くるみん認定制度に関して、認定基準の変更やトライくる
みん（仮称）の創設等を内容とする省令の改正案要綱を
10/26の労働政策審議会に諮問（同日に答申）
・5/21改正子ども・子育て支援法が成立（5/28公布）。10/1同
法に規定する助成制度「中小企業子ども・子育て支援環境整
備事業」開始。実施機関を「一般財団法人女性労働協会」に
決定し、同法人において、申請受付準備中。

＜今後の課題と取組方針＞
・改正法の円滑な施行に向けた周知、広報の実施
・改正法の内容も含めた育児・介護休業法の履行確保
・「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」の円滑な実施

＜関連するデータ＞
○男性の育児休業取得率････････････････････【図１】
令和２年度で12.65％と過去最高の値

○第１子出産前後の女性の継続就業率･･････【図２】
 2010～2014で53.1％

○くるみん認定企業･･････････････････････【図３】
くるみん認定企業：3,606社（うちプラチナ認定460
社）（令和３年６月時点）

＜数値目標等の進捗状況＞
○男性の育児休業取得率（目標：2025年までに30％）
7.48％（令和元年度）→12.65％（令和２年度）

○くるみん認定企業（目標：2025年までに4,300社）
3312社（令和２年３月末）→3,606社（令和３年６月末）
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○ 「男性・正社員」について、出産・育児のためになんらかの休暇・休業の取得を希望していた者のうち、
育児休業制度の利用を希望して利用した割合は19.9％となっている。一方、育児休業制度の利用を希望し
ていたが、利用しなかった割合は37.5％となっている。

育児休業制度の利用を希望し、利用した割合 19.9％
育児休業制度の利用を希望し、利用しなかった割合 ①＋②＝37.5％

男性・正社員が利用した育児休業制度の利用状況および利用希望

19.9% 24.7% 24.2% 12.8%

4.3%

14.1%

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

育児休業制度

(n=462)

制度を利用した

制度を利用しなかったが､利用したかった

制度を利用しておらず､利用したいとも思わなかった

制度を利用したかった

制度を利用したいと思わなかった

わからない

会社に制度があった

会社に制度がなかった

・・・・・・①

・・・・・・②

① ②

※就業形態は末子妊娠判明時のもの。

※末子の出産・育児を目的として休暇・休業を取得したかについて、「休暇・休業を取得した」
「休暇・休業の取得を申請したことがあるが、休暇・休業を取得できなかった」「休暇・休業の
取得を希望していたが、休暇・休業を申請しなかった」と回答した者（49.3％）を母数とする。

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（平成30年度）

育児休業の取得状況と取得希望（男性・正社員）

線



育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の
一部を改正する法律の概要（令和３年法律第58号、令和３年６月９日公布）

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時
期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認
の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。

改正の趣旨

・２及び５：令和４年４月１日
・１、３及び６：令和４年10月１日（ただし、６②については令和３年９月１日）
・４：令和５年４月１日 等

施行期日

改正の概要

１ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設 【育児・介護休業法】

子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。 ※現行の育児休業（１か月前）よりも短縮
②分割して取得できる回数は、２回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

２ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を講ずることを事業主に義務付ける。

３ 育児休業の分割取得
育児休業（１の休業を除く。）について、分割して２回まで取得することを可能とする。

４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が１年以上である者」であることという要件を廃止
する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が１年未満である労働者を対象から除外す
ることを可能とする。

６ 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
①１及び３の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
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育児休業給付の概要

１）概要
労働者の職業生活の円滑な継続を援助、促進するため、労働者が１歳※１

※２ 未満の子を養育するための育児休業を行う場合に、育児休業給付を支給。

２）支給要件
雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前２年間に、賃金の支払の基礎となった日数
が11日以上ある月が通算して12か月以上あること。

３）給付額
育児休業開始から６か月までは休業開始前賃金の67％相当額※１、それ以降は50％相当額。

※ 健康保険等により、産前６週間、産後８週間において、１日につき標準報酬日額の２／３相当額が出産手当金として支給。

≪参考≫男女ともに育児休業を取得する場合の給付のイメージ
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育児休業（出生時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%（180日経過後
は50%）の育児休業給付を受けることができます。

【受給資格とは】育児休業開始日前２年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合
※ 原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に１か月と計算します。

● 出生時育児休業給付金について
① 給付金の対象となるのは、出生時育児休業期間中の就業日数が一定の水準(※)以内である場合です。

※ 出生時育児休業を28日間（最大取得日数）取得する場合は、10日（10日を超える場合は80時間）。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数。
（例��14日間の出生時育児休業の場合は、５日（５日を超える場合は40時間））

② また、出生時育児休業期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、休業前賃金日額×休業日数の80％を超える場
合は、当該超える額が出生時育児休業給付金から減額されます。

● 育児休業期間中の社会保険料の免除について
令和４年10月以降に開始した育児休業間中の社会保険料免除については、「14日以上」の日数には、事前に調整した上で就業した日数は含ま
れません。

育児休業、出生時育児休業（産後パパ育休）には、給付の支給や社会保険料免除があります

●育児休業給付

●育児休業期間中の社会保険料の免除

��休業中の就業を行 う際 の留意点��

育児休業給付について
詳しくはこちら →

育児休業給付の令和４年10月以
降の改正についてはこちら →

下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間（出生時育児休業を含む）における各月の
月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
① その月の末日が育児休業期間中である場合
② 令和４年10月以降は

・ ①に加えて、同一月内で育児休業を取得（開始・終了）し、その日数が14日以上の場合、
新たに保険料免除の対象とし、

・ ただし、賞与に係る保険料については連続して１か月を超える育児休業を取得した場合に
限り免除することとしました。



くるみん・プラチナくるみん（共通）
&f女性の育児休業取 得率75％以上
u労働時間数

フルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満

認定の概要

主な認定基準 認定実績（令和３年６月末時点）

認定企業への優遇措置

① 企業が次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づいた一般事業主行動計画の策定・届出
を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企
業」として認定（くるみん認定）

② くるみん認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業に対しては、より優良な「子育てサ
ポート企業」として認定（プラチナくるみん認定）

③ 認定基準を満たさなくなったり、次世代法に違反したりした等の場合に、認定取消しの対象となる。

u商品や広告等へのマーク使用
u公共調達の加点評価
u日本政策金融公庫による低利融資
u両立支援等助成金におけるインセン

ティブ

プラチナくるみん

u くるみん認定企業 3,606社
u うち,プラチナくるみん認定企業 440社

【目標��令和２年までにくるみん企業3,000社】
・第４次男女共同参画基本計画
（平成27年12月27日閣議決定） 等

【目標��令和７年までにくるみん企業4,300社】
・少子化社会対策大綱（令和２年５月29日閣議決定）
・第５次男女共同参画基本計画
（令和２年12月25日閣議決定）

現行のくるみん認定・プラチナくるみん認定について

u男性の育児休業等取得率
育児休業 7％以上

又は
育児休業＋育児目的休暇

15％以上

u男性の育児休業等取得率
育児休業 13％以上

又は
育児休業＋育児目的休暇

30％以上
u上記の割合を公表していること

くるみん

○ 民間企業の男性の育児休業取得率は12.65 ％（令和２年）
○ 男性の育児休業取得率の政府目標が30％（令和７年）（少子化社会対策大綱（令和２年５月閣議決定）等）

実績と政府目標
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認定基準の改正案

・くるみん認定基準に育児休業取得率を公表していることを追加し、厚生労働省ウェブサイト
において公表を行う。→併せて、トライくるみん（仮称、後述）を創設

27

くるみん プラチナくるみん
① 男性の育児休業等取得率が７％以上

⇒改正案：10％以上
男性の育児休業等取得率が13％以上

⇒改正案：30％以上
② 男性の育児休業等・育児目的休暇取得

率が15％以上かつ育児休業等取得者が
１人以上 ⇒改正案：20％以上

男性の育児休業等・育児目的休暇取得
率が30％以上かつ育児休業等取得者が
１人以上 ⇒改正案：50％以上

【男性の育児休業取得率】：次の①又は②のいずれかを満たしていること

【公表の促進のあり方】：次の①又は②のいずれかを満たしていること
10月26日に労働政策審議会に諮問、同日に答申

【女性の継続就業率】：次の①又は②のいずれかを満たしていること
プラチナくるみん

① 出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、１歳時
点在職者の割合が55％以上 ⇒改正案：70％以上

② 出産した女性労働者のうち、１歳時点在職者の割合が90％以上 ⇒現行どおり
【トライくるみんの創設】：次の①又は②のいずれかを満たしていること

トライくるみん（仮称）
① 男性の育児休業等取得率が７％以上

② 男性の育児休業等・育児目的休暇取得率が15％以上かつ育児休業等取得者が１人以上
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○育児休業取得率は、女性は８割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるものの女性に
比べると低い水準にある。（令和２年度：12.65％）。

資料出所：厚生労働省「雇用均等基本調査」

（※） 平成22年度調査までは、調査前年度1年間。
(注） 平成23年度の［ ］内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

育児休業取得率＝ 出産者のうち、調査年の10月１日までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数
調査前年の９月３０日までの1年間（※）の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数

（％）

（年度）

[ ]

男性の育児休業取得率の推移

（平成） （令和）

28

30％
(2025年・目標）



第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化

（※）（ ）内は出産前有職者を100として、出産後の継続就業者の割合を算出

○ 約５割の女性が出産・育児により離職している。

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所 「第１５回出生動向基本調査（夫婦調査）」

5.7% 8.1% 11.2% 15.3% 19.4%
28.3%18.4% 16.3% 13.0%

12.2%
9.5%

10.0%

37.3% 37.7% 39.3%
40.3%

42.9%
33.9%

35.5% 34.6% 32.8% 28.4% 24.0% 23.6%

3.1% 3.4% 3.8% 3.8% 4.1% 4.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-2014
子どもの出生年

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 その他・不詳

出産後
継続就業率

38.3

(53.１)％
(※)

出産前
有職
72.2
(100)％

出産後の継続就業者
出産前有職者(※) …

（注１）就業変化は、妻の妊娠判明時と子ども１歳時の従業上の地位の変化をみたもの。
（注２）上記グラフは、対象期間（例：2010～2014）中に出産した女性の就業変化を表し

ている。
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101人以上300人以下規模企業

117

2,938
（うち特例
214）

301人以上規模企業

300人以下規模企業

128 293

545
717

920

1,904

1,275
1,588

1,095

2,749
（うち特例
138）

2,206
（うち特例13）

3,312
（うち特例
367）

（資料出所）厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課調べ

目標：令和２年（2020年）までに3,000社
・第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月27日閣議決定）等

目標：令和７年（2025年）までにくるみん企業4,300社
・少子化社会対策大綱（令和２年５月29日閣議決定）
・第５次男女共同参画基本計画（令和2年12月25日閣議決定）

2,538
（うち特例
94）

3,153
（うち特例
310）

認定企業数の推移
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中小企業子ども・子育て支援環境整備事業［拠出金財源］

［事業趣旨］
女性就業率の増加傾向等に伴う保育サービスの需要が増えていることを踏まえ、社会全体で少子化対策に取
り組むべく保育の受け皿確保を進めているところ、併せて企業における子育て支援環境を整備する観点から、従
業員に育児休業等を積極的に取得させている事業主に対し、助成金を支給する。

【事業概要】
企業からの申請により、助成金（定額）を支給。令和３年10月１日から、令和９年３月31日までの措置
として実施。

＊ 保育所等の運営費（０歳から２歳児）の事業主拠出金の追加拠出期間（令和７年度まで）に子育て支援環境を整備した企業等に支援を行
うため、令和８年度末まで助成事業を実施する。

【対象企業案】
雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組む企業
次世代育成支援対策推進法に基づき、
・プラチナくるみん認定
・くるみん認定（１回の認定につき1回限り助成（認定の当年度又は翌年度に助成））

を取得している中小企業*（従業員300人以下規模の企業）を想定
＊ 企業における子育て支援環境の整備、育児休業等の取得の促進のため、企業数に比して認定企業数の割合が低い中小企業に対して

支援を行うこととする。なお、くるみん認定制度については、今後認定基準等にかかる制度改正が予定されている。

【助成額】 ５０万円/企業

【予算額】 2.0億円（令和４年度以降は、毎年の実績等を踏まえ、所要額を精査し、協議の上決定する）

※ 子ども・子育て支援法附則に、新規の補助事業を規定。

くるみん累計
(うちプラチナ)

くるみん
[ H31.3.～R2.3. ]

（参考）企業数

大企業
2001

（308）
111 1万1157

中小企業
1311
（59）

116 357.8万

※企業数は、中小企業庁発表（平成30年11月30日付）による。

内閣府説明資料
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地域・社会による子育て支援
○妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
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妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
＜これまでの取組＞
○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談支援等を提供す

るため、平成28年度に母子保健法を改正し、子育て世代包括支援
センターの設置を市町村の努力義務として法定化。（平成29年４
月１日施行）

○ 令和元年度に母子保健法を改正し、出産後1年を超えない女子
及び乳児に対する産後ケア事業の実施を市区町村の努力義務とし
て法定化。（令和３年４月１日施行）

＜現状・進捗状況＞
１．子育て世代包括支援センターの設置及び機能強化

・ 令和３年４月１日時点で1,603市町村(2,451か所)に設置。
・ 令和３年度予算より、特定妊婦や産後うつ、障害がある方へ

の対応といった多様なニーズに対応できるよう、社会福祉士や
精神保健福祉士等を配置。

２．産後ケア事業の全国展開
・ 令和２年度は1,158市町村において事業を実施。
・ 令和４年度概算要求において、補助単価の見直し（１自治体

当たり単価⇒１か所当たり単価）、住民税非課税世帯に対する
利用料減免等を要求。

３．産前・産後サポート事業の拡充
・ 令和２年度は579市町村において事業を実施。
・ 令和３年度予算より、多胎妊娠の妊婦健康診査の費用や、出

産や子育てに悩む父親に対する相談支援等を補助対象として拡
充。

４．新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた総合的な支援
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和２年度補正

委予算において、
① 感染した妊産婦に対する寄り添い型支援
② 不安を抱える妊婦に対する分娩前のウイルス検査
③ オンラインによる両親学級等の開催
④ 里帰り出産ができない妊婦を対象とした育児等支援
等を実施。

＜今後の課題と取組方針＞
○ 子育て包括支援センター未設置市町村に対し、セ

ンターを開設するまでの準備のため、職員の雇上げ
や協議会の開催等を支援することで、センターの設
置促進を図る。

○ 市町村における産前・産後サポート事業や産後ケ
ア事業等を実施する体制が整備されるよう、都道府
県が行う
① 都道府県と市町村や市町村官で情報を共有する

ための連絡調整会議
② 人材育成のために行う研修
③ 地域の実情に応じて、事業の共同実施を推進す

るための連絡調整
等を支援し、事業の実施を促進する。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響を注視し、妊産
婦が安心して子育てができるよう必要な予算を確保
する。
＜関連するデータ＞
○ 子育て世代包括支援センターの設置状況（市町村）

○ 産後ケア事業の実施状況（市町村）

○ 産前・産後サポート事業の実施状況（市町村）

＜数値目標等の進捗状況＞
○ 産後ケア事業について、2024年度末までの全国展

開を目指す。
令和元年度941市町村 ⇒ 令和２年度1,158市町村

H29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３
525 761 983 1,288 1,603

H28 H29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２
179 392 658 941 1,158

H28 H29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２
182 313 403 501 579

33



○ 主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医療
又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持
及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築す
ることを目的とする。 ※平成29年度より法定化（法律上は「母子健康包括支援センター」）

子育て世代包括支援センター
目 的

◆ 実施主体
市町村

◆ 対象者
主として、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者

◆ 内 容
（１）妊産婦及び乳幼児等の実情の把握
（２）妊娠・出産・子育てに関する各種相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導の実施
（３）支援プランの策定
（４）保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整
◆ 職員配置
（１）保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカーを１名以上
（２）困難事例へ対応するため、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職を１名以上（R７までは配置しないことも可）（R3～）
（３）利用者支援専門員を１名以上（地域の実情等により配置しないことも可）
（４）補助者（任意）

内 容

【平成27年度創設】

◆ 活用可能な予算（R4年度概算要求額）
子ども・子育て支援交付金（内閣府）及び重層的支援

体制整備事業交付金（厚生労働省）1,691億円＋事項
要求の内数
◆ 補 助 率

国2/3、都道府県1/6、市町村1/6
◆ 補助単価案（利用者支援事業母子保健型の場合）

１か所あたり年額 4,497千円～14,209千円
※ 職員配置により異なる

予算補助等 設置状況

138 295
525 

761 
983 

1,288 
1,603 

714
1,106 

1,436 
1,717 

2,052 
2,451 

0

1000

2000

3000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

設置自治体数

設置箇所数

※ 各年度４月１日現在（母子保健課調べ）
※ 平成27年度は利用者支援事業母子保健型による補助金を活用している自治体数

（か所、市町村）

（年度）
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○ 子育て世代包括支援センターの設置及び産後ケア事業の実施の促進を図るとともに、産前・産後サポート事業等を地域の実情に応じて実施し、
妊産婦等に必要な支援体制の強化を図る。

○ さらに、都道府県等が人材育成のための研修を行う等、市町村に対し、妊娠・出産包括支援事業を推進するための体制を整備することを目的と
する。

妊娠・出産包括支援事業【拡充】
Ｒ４概算要求額��64.9億円（62.1億円）

目 的

１．市町村事業
（１）産前・産後サポート事業（H26～）

妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家又は子育て経験者やシニア世代等の相談しやすい「話
し相手」等による相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感を解消を図る。

（２）産後ケア事業【拡充】（H26～）
産後ケアを必要とする出産後１年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等（産後ケア）を行い、産後も安心し

て子育てができる支援体制を確保する。

（３）妊娠・出産包括支援緊急整備事業（H26～）
産前・産後サポート事業、産後ケア事業の実施場所の修繕を行うことにより、より身近な場で妊産婦等を支える仕組みに必要な体制を緊急

に整備する。
（４）子育て世代包括支援センター開設準備事業（H29～）

子育て世代包括支援センターに係る開設準備のために、職員の雇い上げや協議会の開催等を行うことにより、当該センターを円滑に開設す
る。

２．都道府県事業
・ 妊娠・出産包括支援推進事業（H27～）

連絡調整会議、保健師等の専門職への研修、産後ケア事業等のニーズ把握調査等を行い、市町村が妊娠・出産包括支援事業を実施す
るための体制整備を推進する。
① 連絡調整会議、②保健師等の専門職への研修、③ニーズ把握調査、④市町村共同実施の推進、⑤ その他

内 容

【平成26年度創設】

＜拡充事項＞
・ 補助単価について、｢１自治体当たり｣から｢１施設当たり｣へ見直し
・ 非課税世帯に対する利用料減免の創設
・ 24時間365日の受入れ体制を整備する場合の加算を創設
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○ 新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦は日常生活等が制約され、自身のみならず胎児・新生児
の健康等について、強い不安を抱えて生活をしている状況にある。
○ とりわけ、感染が確認された妊産婦は、出産後も一定期間の母子分離を強いられることなど、メンタルヘルス
上の影響が懸念される。また、予定していた里帰り出産が困難となり、家族等による支援を得られず孤独の中で
産褥期を過ごすことに不安を抱える妊婦も存在。
○ このため、以下の事業に対する補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦へ
の寄り添った支援を総合的に実施する。

【事業内容】
①ウイルスに感染した妊産婦への支援
【実施主体：都道府県等 負担割合：国1/2】

新型コロナウイルスに感染した妊産婦等に対し、退
院後、助産師、保健師等が、電話や訪問などで寄り
添った支援を実施

②不安を抱える妊婦等への分娩前の検査
【実施主体：都道府県等 負担割合：国1/2】

強い不安を抱える妊婦、もしくは基礎疾患を有する
妊婦に対する分娩前の新型コロナウイルス検査の費用
を補助

③オンラインによる保健指導等
【実施主体:市町村 負担割合:国1/2、市区町村1/2】

オンラインによる保健指導等を実施するための設備
及び職員の費用を補助

④育児等支援サービスの提供
【実施主体:市町村 負担割合:国1/2、市区町村1/2】

里帰り出産が困難な妊産婦に、育児等支援サービス
を提供する

医療機関へ
入院等

(3)情報提供

入院等

不安を抱える
分娩前の妊婦等

(1)情報提供

(2)助産師、保健師
等による訪問、
電話相談

地方自治体

自宅で生活

オンラインによる
保健指導等

退院等

育児等支援サービスの提供

必要に応じて･･･

対面式の母子保健事業
オンライン化①

③

②

④

検査等の受検の
補助

医療機関等
PCR検査等で陽性
（感染）と判明

Ｒ２第三次補正予算：３１億円

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援
－新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業－
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○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑥ 四肢運動障害の有無
⑦ 精神発達の状況
⑧ 言語障害の有無
⑨ 予防接種の実施状況
⑩ 育児上問題となる事項
⑪ その他の疾病及び異常の有無

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 眼の疾病及び異常の有無
⑥ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
⑦ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑧ 四肢運動障害の有無
⑨ 精神発達の状況
⑩ 言語障害の有無
⑪ 予防接種の実施状況
⑫ 育児上問題となる事項
⑬ その他の疾病及び異常の有無

１歳６か月児健診 ３歳児健診

○ 新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、密閉空間・密集場所・密接場面を
避けるために、幼児健康診査を集団健診から医療機関における個別健診へ切り替えた
場合に生じる市区町村の負担を軽減する。

■実施主体：市区町村
■補助率 ：国１／２、市区町村 １／２
■補助単価：医科5,930円／１人、歯科3,510円／１人

事業内容
Ｒ２第三次補正予算：１５億円

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援
－幼児健康診査個別実施支援事業－
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