
妊娠・出産に関する悩みに対する支援
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特定不妊治療費助成実績
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不妊専門相談件数

30～34歳

23%

35～39歳

42%

40～44歳

24%

25～29歳

8%

45～49歳

3%

不育症の相談（７件）
を含む。

○不妊治療の悩みに対する支援ニーズの高まり
（特定不妊治療費の助成）

三重県では、国の補助制度に上乗せし夫婦の所得４００万円未満の夫婦を対
象に、１回１０万円上限（年１回、通算５回まで）助成。

※国の補助制度 １回の治療につき１５万円を限度に、１年度あたり２回（平成
２３年度からは初年度は３回）まで通算５年間叉は通算１０回まで助成

（不妊専門相談の実施） 毎週火曜日１０時から２０時

「不妊症看護認定看護師資格」を有する助産師を不妊カウンセラーに配置し、
不育症も含めた相談に対応

※働く女性の増加に配慮し、平成２３年度から午後８時まで相談時間を延長

○若年層の望まない妊娠や性の悩みに対応する「予期せぬ妊娠
『妊娠レスキューダイヤル』」を平成24年11月からNPO法人に委託
して実施 【電話相談 （月・水・土）】

【事例】誰にも言えず悩んでいた高校生が、相談を通し､無事出産し、
産後は保健師等の支援を受け家族ぐるみで子育てしている など

○思春期保健指導セミナー：思春期に携わる医療・教育・ＮＰＯ等が共通理解の下、
連携し思春期保健の課題解決に向けた実践につなぐ

○思春期ピアサポーター養成事業：大学生、高校生をピアサポーターとして養成し、
若者の抱える性の悩みに同世代の仲間が傾聴し、相談にのる体制づくり

平成２４年度は、看護系の大学生をピアサポーターとして養成し、高校生を対象
にピア活動を実施

○望まない妊娠、思春期保健対策

10代の人工妊娠中絶率

8.8
9.4

6.46.97.37.67.8 7.1
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三重県 全国三重県全国

（女性人口千人対）

１．望まない妊娠、人に知られたくない妊娠をした若年妊婦などをサポート

思春期教育、研修会等の
取組み

→対策の量的拡大・質
的転換が課題

２．地域の相談機能の強化、ピア（仲間）活動など思春期の子どもが主体となる取組の推進

・・・児童虐待の未然防止からも、集中して取り組むべき課題として位置付けている
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III. 三重県の取組を踏まえた提言 （３）妊娠・出産



出産前後からの親子支援

児童虐待による死亡事例は、乳児期の
子どもが多く占めており、その背景には
母親が妊娠期から一人で悩みを抱えて
いたり、産前産後の心身の不調や家庭
環境の問題があることが指摘。

○三重県では、平成２４年に、児童虐待死亡事例（母が重度産後うつであること等
による養育困難で乳児院措置中の乳児（当時５か月）が、家庭への一時外泊中、
母により車内に放置され、死亡する事件）が発生。

→本事例の検証報告では、母の産後の精神面の問題、本児への拒否感、乳児で
あることなどを踏まえ、児童相談所のリスク判断の問題を指摘した上で、今後の提
言の柱として「地域の関係機関による漏れない母子支援体制の構築」を指摘。

みえ出産前後からの親子支援事業

産まれて間もない赤ちゃんとの生
活に不安になったり、とまどったり
しないよう、産婦人科医の紹介で
出産前後において小児科医から
子育てについて説明、指導､相談
等を受ける制度

こんな時に利用できます
例えば、産後の授乳のこと、子育ての

心配や不安

子育てに
ついて

栄養
母乳栄養
人工栄養

一般生活
予防接種等

市町母子保健担当

要支援妊産婦

小
児
科
医

産婦人科医

温度
環境温度・冷暖房
器具の使用など

◎出産前後からの親子支援
講習会の開催（出席者93名）

◎母子手帳交付と
同時に地域別リー
フレット配布

妊娠 出産 子育て支援スタート

地域で連携し
た支援体制

医療機関

妊娠に関する相談
妊婦健診

◎養育支援が必要な妊産婦や子どもがいる家
庭について､市町へ情報提供
◎市町と連携した医療の提供

産後健診

乳児家庭全戸訪問
（こんにちは赤ちゃん）

新生児訪問

未熟児訪問

養育支援訪問

出産
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III. 三重県の取組を踏まえた提言 （３）妊娠・出産



○三重県では、産科医師数と助産師数の不足が深刻化しており、また地域偏在があることから、安心して妊娠出産に臨める医
療環境の実現に向けた取組が必要。

→ 医師確保対策として、全国から医師を招へいする無料職業紹介事業、医師修学資金貸与制度の運用、三重県地域医療支
援センターを核とした若手医師の県内医療機関への定着とキャリア形成支援等の取組を進めている。

→ 助産師養成所（Ｈ２２新設、定員30名）、助産師臨床実習施設への補助、研修会を開催など養成確保対策に取り組んでいる。
○分娩を取り扱う産科医の高齢化が進んでおり、 50歳以上が全体の約68％。また、 50歳未満においては、女性の産婦人科医
の割合が50％を超えている。

→ 産婦人科と小児科に従事する医師は他の診療科に比べ女性の割合が高いと言われており､子育て中の医師や助産師等看
護職員が意欲を持って働き続けることができるよう、院内保育所整備や短時間正規雇用制度導入支援等の環境づくりの取組
を進めている。

安心して出産できる医療提供体制

○三重県における医師数および助産師数に関する主要指標

都道府県レベルの取組だけでは限界
地域や診療科ごとに医師の定員を設けるなど、国レベルでの抜本的な対策が必要

○県内の
周産期医療体制

91.6 

73.1 

113.7 

68.8 

69.9 110.8 

87.1 

82.6 

95.7 

0

50

100

150

産科医および産婦人科医の数

（人口10万人あたり）
分娩取扱病院に勤務する

産科医および産婦人科医の数

（出産千あたり）

分娩取扱診療所に勤務する

産科医および産婦人科医の数

（出産千あたり）

就業助産師数

（人口10万人あたり）

助産師数（病院）

（出産千あたり）

助産師数（一般診療所）

（出産千あたり）

小児科医の数

（人口10万人あたり）

小児医療に係る病院勤務医数

（小児人口1万人あたり）

小児科標榜診療所に勤務する医師数

（小児人口1万人あたり）

三重県

全国平均を100とする

全国

■ 周産期母子医療センター（５施設）
○ 周産期救急搬送協力病院（４施設）
●▲ 分娩を扱う病院、診療所（30施設）

市立四日市病院

県立総合医療センター

三重大学医学部付属病院

伊勢赤十字病院国立病院機構
三重中央医療センター
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「親なびワーク」の取組

子育て中の親の参加体験型のプログラムとして、子育てに関するテーマに
基づき、参加者が子育ての思いや悩み、不安などを語り合い、共感するな
かで、親の役割や自身の成長について、気づき、学び合う機会として県内
各地で開催しています。

親なび： 親として育っていくための「学び」を支援する「ナビ」
（道案内・ナビゲーション）から名づけました。

－２４年度－

・県内 １８か所

・参加者 ４４５人

・保育所，幼稚園
４か所

・小学校
１０か所

・子育てサークル
２か所

・その他
２か所

親なびワークシートのテーマ (例)

〇生活リズムをととのえよう

〇子どものよいところを見つけよう など

〇子どもの遊びを考える

〇 どうする？子どもどうしのトラブル

〇子育てで大切なこと

〇親になってからの変化をふりかえる

「親なびワークシート」の改訂
・児童虐待未然防止の視点
・子どもの自己肯定感を高める視点

親なび進行役養成講座の開催
・市町で実践できる人材の育成

２５年度「親なびワーク」

乳幼児を持つ
親を対象に積
極的に「親なび
ワーク」の活用
を働きかける 14

III. 三重県の取組を踏まえた提言 （４）育児



育児休業について

48 .6
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（％）
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48 .6
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三重県庁では、妻の産前産後８週間の期間に、５日
の範囲で取得可能な育児参加休暇を設けている。

男性の育児参加休暇

「日本一、働きやすい県庁（しょくば）」をめざし、仕事と子育ての
両立を通した男女共同参画、ワーク･ライフバランスの実現につ
なげていくため、労使協働により取り組んでいます。

3 .5 1 .9
7 .6 5 .4

100100 .0 97 .7 100.0

0

20

40
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80

100

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

取
得
率
％

男性

女性

39 人 / 39 人

8 人 /105 人

Ｈ２３

39 人 / 39 人42 人 / 43 人40 人 / 40 人女性

Ｈ２4Ｈ２２Ｈ２１取得者 /対象者

6 人 /112 人2 人 /104 人4 人 /113 人男性

39 人 / 39 人

8 人 /105 人

Ｈ２３

39 人 / 39 人42 人 / 43 人40 人 / 40 人女性

Ｈ２4Ｈ２２Ｈ２１取得者 /対象者

6 人 /112 人2 人 /104 人4 人 /113 人男性

県職員の育児休業取得状況

三重県庁の取組仕事と子育ての両立のための制度

出生 １歳 ３歳 就学

育児休業
１歳（両親ともに育児休業を取得した場合、１
歳２か月）まで請求できる権利。保育所に入所
できない等一定の場合は１歳半まで延長可能

所定外労働の免除

子の看護休暇（１人につき年５日まで、年10日まで）
法定時間外労働の制限（月２４ｈ、年１５０ｈまで）

深夜業の免除

短時間勤務制度の措置

措置努力義務 ・始業時刻変更等

休業中の経済的支援
○「育児休業給付金」休業開始時賃金×５０％
○社会保険料の免除

制度は充実･･･

８７．８％女性

２．６３％男性

８７．８％女性

２．６３％男性

○育児休業取得の状況（全国）

・育児休業取得率（平成２３年度）

5.3%1.5%4.7%7.2%17.3%28.9%35.1%

不明６か月以
上

３か月～６
か月未満

１か月～３
か月未満

２週間～１
か月未満

５日～２週
間未満

～４日

5.3%1.5%4.7%7.2%17.3%28.9%35.1%

不明６か月以
上

３か月～６
か月未満

１か月～３
か月未満

２週間～１
か月未満

５日～２週
間未満

～４日

・男性の育児休業取得期間の割合（平成２２年度）

「雇用均等基本調査」厚生労働省

（参考）平成23年度国家公務員育児休業取得率（男）3.7%
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III. 三重県の取組を踏まえた提言 （４）育児

三重県庁の次世代育成計画指標
○男性の育児休業取得率 10％
○男性の育児参加休暇取得率 100％

平成24年7月23日労使
協働セミナー開催

出産退職約６割

（参考）三重県の状況（H23）

男性 2.98%
女性 91.2%



三重県の取組：市町が行う子ども医療費助成に対する県補助の対象範囲の拡大

平成２４年９月から 義務教育就学前の入通院 ⇒ 小学校６年生までの入通院

16

（３）三重県内の市町の助成範囲（H25.4.1現在）

入院 通院

１８歳年度末 1 1

１５歳年度末 １９ １２

１２歳年度末 ９ １６

（２）都道府県の現物給付の実施状況（H25.4.1現在）

※愛知県調査

子ども医療費助成制度について

（１）都道府県の補助範囲（H25.4.1現在）

※愛知県調査

現物給付 ２２

償還払 １０

併用 １５

現物給付を求める声が多いが、その実施に伴い、医療費の増加により子ども医療費の助成額が
増加するだけでなく、国民健康保険財政の定率国庫負担金等の減額措置（医療費の波及増を見込
んで１割強が減額される。）によって市町の負担が増加する。

入院 通院

１８歳年度末 １ １

１５歳年度末 １０ ４

１２歳年度末 ９ ６

９歳年度末 ３ ３

義務教育就学前 ２３ ２５

５歳未満 １

４歳未満 １ ４

３歳未満 ３

III. 三重県の取組を踏まえた提言 （４）育児



みえ次世代育成応援ネットワーク

〔発 足〕 平成18年6月20日

〔会員数〕 平成25年3月末現在 1,124会員 （企業626、団体498）

〔会員構成〕 地域企業、子育て支援団体・NPO、地元大学等

〔代 表〕 三重県商工会議所連合会副会長 齋藤彰一

「子どもの育ちや子育て家庭を地域社会全体で支える」という趣旨に共感する、地域の企業や子育て
支援に取り組む団体で形成するネットワーク

ネットワークの取組についての評価と情報発信

〇ネットワーク活動の評価

→全国知事会「優秀政策」登録（平成20年8月）

→内閣府「チャイルド・ユースサポート」受賞（平成22年11月）

→内閣府の全国会議での事例発表（平成24年3月）

などの評価を受け、新たな取組事例として県内外に発信。
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〇県との協働による取組

• 「子育て応援！わくわくフェスタ」の開催

• 子ども虐待防止啓発の取組

• みえのこども応援プロジェクトへの参画

みえ次世代育成応援ネットワークの取組

会員企業である有限会社フジカワ
マザーワークの取組事例

○短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、従業員が子育ての
ための時間を確保しやすい労働条件の整備
○在宅勤務制度や子どもとの同伴出勤の導入等
○より利用しやすい子どもの看護のための休暇制度等の実施

子ども・子育て家庭をささえあう地域社会づくりに取り組んでいるあ
らゆる主体が一堂に集い、子どもや子育て家庭にエールを送る目的で
実施しているイベントです。

ありがとうの家族の絆一行詩コンクール

主人へ
あなたとそっくりな娘
娘と結婚する人は
きっと私みたいに幸せ者でしょうね。
いつもありがとう。

平成24年度家族の絆・個人部門優秀賞作品

子どもの豊かな育ちを支える地域社会づくりをめざす「みえのこども応援プロ
ジェクト」の一つとして、平成２１年度から実施しているコンクールです。
（平成２４年度７０１７作品）

津市 横井悦子

III. 三重県の取組を踏まえた提言 （５）地域の応援と働き方

（チャイルド・ユースサポート賞）



優遇措置等
（１）県のホームページ、広報等により表彰・認証企
業の取組を広く紹介します。
（社会的な信頼性の向上、優秀な人材の確保・定着
につながります。）

（２）表彰・認証企業であることを意味するそれぞれ
のシンボルマークを提供します。
（その活用により、企業のイメージアップ等につな
がります。）

（３）取組の推進に参考となる資料・情報を提供しま
す。

（４）公共工事の総合評価方式の評価項目の一つ（「男
女共同参画」の観点）として、一定の期間加点対象
となります。また、物件関係における概ね ア 清
掃業務 イ 警備業務 ウ 情報システムの調達、
保守管理等の業務等について、総合評価一般競争入
札の評価項目の一つ（「男女共同参画」の観点）と
して、一定の期間加点対象となります。（但し、
設計金額によります。）

（５）認証企業のさらなる取組の推進のために、株式会
社商工組合中央金庫（商工中金）と県が連携して創
設した「三重県男女がいきいきと働いている企業応
援貸付」が利用できます。

応募対象企業等

県内に本店又は主たる事務所があり県内におい
て事業活動を行う常時雇用労働者を有する法人
（国及び地方公共団体を除く）が対象です。

要 件

労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護
休業法等の関係法令を遵守しており、働き方を
見直し、男女が共に働きやすい職場環境づくり
に向けて積極的に取り組んでいることが要件で
す。

【表彰企業】
平成25年3月末現在141社（法人））（うち認証企業
38社（法人））
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III. 三重県の取組を踏まえた提言

男女がいきいきと働いている企業表彰・認証制度

（５）地域の応援と働き方
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*

【従業員数】3,727 人（平成 25 年 1 月 1 日現在） 【従業員数】7,251 人（平成 25 年 1 月 1 日現在）

《ベストプラクティス賞》
株式会社 百五銀行

《ベストプラクティス賞》
マックスバリュ中部株式会社

主な取組内容 主な取組内容

○結婚、育児・介護等による退職者の再雇用制度
を整備

〇パートナー社員（パートタイマー）の育児休業や
看護休暇の取得が定着

〇所定外労働の削減に積極的

○女性の管理職等への登用に積極的

〇育児支援の案内の配布などにより男性の育
児休暇取得を推進

○法を上回る短時間勤務制度などで子育て中
の従業員を支援

○所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促
進など働きやすい職場環境を整備

○女性の管理職への登用に積極的

III. 三重県の取組を踏まえた提言

「男女がいきいきと働いている企業」

三重県知事表彰企業

（５）地域の応援と働き方



【所在地】 三重県多気郡多気町丹生5643
【事業概要】農産物の加工、直売所、農村レストランの運
営、
体験講座等
【売上高】平成22年度8,200万円

平成23年度7,900万円
【従業員数（パート含む）】

45人 うち女性40人
【特徴的な取組】
①田植、稲刈り時期の農繁期休業の設定
（気兼ねなく休める）
②家事・育児との両立を可能にする労働シフトづくり

【所在地】 三重県伊賀市西湯舟3609
【事業概要】農産物の生産・加工、直売所、農村レストラ

ンの運営、体験学習等
【売上高】平成22年度24億3,000万円

平成23年度25億4,000万円
【従業員数（パート含む）】

174人 うち女性99人（平均年齢：31歳）
【特徴的な取組】
①育児休業制度

1人の子につき最長3年まで取得可能
②主婦制度
１日７時間の短縮勤務。(一般職員は7.5時間）
土日祝のうち半分を休日とすることが可能
（一般職員は月に１回）

「（株）伊賀の里 モクモク手づくりファーム」 「有限会社 せいわの里」

農業法人における女性の労働環境の整備に向けた取組事例
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III. 三重県の取組を踏まえた提言 （５）地域の応援と働き方

一次産業は、仕事と家庭を両立しやすい⇒地方においては若者や女性の雇用の面で一次産業がチャンスであり、そこへの集中
的な支援が所得向上や両立支援により、地方の少子化対策につながる。


