
資料１

少子化危機突破のための緊急対策に関する主な平成26年度概算要求・税制要望


●概算要求                               　＊単位は千円、（　）内は平成25年度予算額

１．「子育て支援」の強化 要求項目 内容 要求額＊ 担当府省

新制度に関する集中的な広報・啓発活
動等
（拡充）

パンフレット等の作成・配布、雑誌やインターネット
等によるターゲットを絞った広報、一般向けフォー
ラムの開催などによる新制度の広報・啓発活動を
行う。また、子ども・子育て会議において、新制度
の本格施行に必要な事項の調査審議を行う。

162,521（135,676） 内閣府

　（１）「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行
「全国総合システム（仮称）」の開発等
（拡充）

保護者の選択に資する施設・事業者情報や、支給
認定状況等の新制度の施行状況を一元的に管理
するため、市町村、都道府県及び国の間で情報の
やり取りを行う電子システムの開発等を行う。

549,067（68,775） 内閣府

質の高い幼児教育・保育の総合的提
供等推進事業

子ども・子育て支援新制度が円滑に施行されるよ
う、「幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）」解
説書の作成など必要な取組を行うとともに、幼児教
育に関する今日的課題に対する方策など幼児教
育に関する様々な課題について調査研究を行う。

30,234（33,593） 文部科学省

保育所運営費
（拡充）

保育の実施に要する費用として市町村が支弁した
経費に対し、国が負担するもの。 454,427,385（425,625,076） 厚生労働省

　（２）「待機児童解消加速化プラン」の推進 事業所内保育施設設置・運営等支援
助成金
（拡充）

従業員の子どもを預かる保育施設の設置、運営等
の費用の一部を助成する。 5,830,999（2,948,707） 厚生労働省

　（３）多子世帯への支援

幼児教育に係る保護者負担の軽減（無
償化に向けた段階的取組）
幼稚園就園奨励費補助
（拡充）

幼児教育無償化に関する「環境整備」として、幼稚
園と保育所の「負担の平準化」を図ることとし、平成
２６年度については「幼稚園就園奨励費補助」にお
いて低所得世帯と多子世帯の保護者負担の軽減
を行う。
具体的には、保育所と同様に第２子の保護者負担
を半額にした上で所得制限を撤廃し、第３子以降に
ついても所得制限を撤廃することとしている。

○幼稚園に同時就園している場合
　第２子：０．５（所得制限を撤廃）
　第３子：０．０（所得制限なし）
○小学校１～３年生の兄・姉がいる場合
　第２子：０．７５→０．５（保護者負担を半額、所得
制限を撤廃）
　第３子：０．０（所得制限を撤廃）
※数値は、第１子の保護者負担割合を［１．０］とし
た場合の第２子以降の概ねの保護者負担割合。

33,905,000（23,538,000） 文部科学省

保育料の多子軽減について

同一世帯から２人以上の就学前児童が、保育所、
幼稚園等を同時に利用している場合において、年
長の児童から順に２人目は「１／２」、３人目以降は
「無料」に保育料を軽減している。

保育所運営費負担金※454,427,385の内数
（保育所運営費負担金425,625,076の内数）

※「保育所運営費負担金」とは、市町村が、児童福祉
法に基づいて保育に欠ける児童を保育所に入所させた
場合に、その保育の実施に要する費用として市町村が
支弁した経費に対し、国が負担するもの。

厚生労働省



                              　＊単位は千円、（　）内は平成25年度予算額

１．「子育て支援」の強化（続き） 要求項目 内容 要求額＊ 担当府省

自治体・企業・ＮＰＯ連携子育て支援事
業

子育て支援事業として地方自治体が企業やＮＰＯ
などと連携して取り組んでいる事業などの円滑な
推進を図るための全国会議を開催し、地域・職場
の子育てネットワークづくりや情報の共有化を推進
する。

3,076（3,277） 内閣府

学校・家庭・地域の連携による教育支
援活動促進事業

地域住民等の参画による地域の実情に応じた取組
を有機的に組み合わせて、
①授業等における学習補助や教職員の業務補助
などの学校支援、
②放課後等に子どもたちの安心安全な活動場所を
確保し学習や様々な体験・交流活動の機会を提供
する放課後等支援、
③親への学習機会の提供や相談対応などの家庭
教育支援等、
様々な教育支援活動を行う。

　　学校・家庭・地域の連携協力推進事業※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,123,535の内数
　　（学校・家庭・地域の連携協力推進事業
　　　　　　　　　　　　　　　　4,923,535の内数）

※「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」とは、学校・
家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（補助
事業）を推進するための調査研究、本省経費を含む事
業の総称。

文部科学省

　（４）地域・職場の「子育て支援ネットワーク」 地域の豊かな社会教育資源を活用し
た土曜日の教育支援体制等構築事業
（新規）

地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の豊
かな社会資源を活用して体系的・継続的なプログ
ラムを企画・実施する取組を支援することにより、
土曜日の教育支援体制等の構築を図る。

1,800,073（―） 文部科学省

子育て支援推進経費
（拡充）

幼稚園の教育時間終了後も園児を幼稚園内で過
ごさせる「預かり保育」を継続的に実施する私立の
幼稚園や、教育機能又は施設を広く地域に開放す
ることを積極的に推進する私立の幼稚園に特別な
助成措置を講じる都道府県に対して、国が所要経
費の一部を補助する。

5,001,000（4,836,000） 文部科学省

事業所内保育施設設置・運営等支援
助成金（再掲）
（拡充）

従業員の子どもを預かる保育施設の設置、運営等
の費用の一部を助成する。 5,830,999（2,948,707） 厚生労働省

児童虐待防止対策の推進、社会的養
護の充実
（拡充）

児童虐待防止対策の推進、家庭的養護の推進、
被虐待児童などへの支援の充実及び要保護児童
の自立支援の充実を図る。

98,823,486（96,817,931） 厚生労働省

２．「働き方改革」の強化
仕事と育児が両立可能な再就職支援
事業の実施
（新規）

育児により一定期間にわたり仕事から離れていた
労働者が職場復帰への不安を解消できるよう再就
職に向けた総合的な支援を行う。

56,486（―） 厚生労働省

　（１）子育てと仕事の「両立支援」 
育児休業を取得しやすい環境の整備
（拡充）

育児休業の取得及び育児休業取得後の円滑な復
職支援のため、中小企業の労働者の個々人の
ニーズに応じた「育休復帰支援プラン（仮称）」の策
定・利用支援等を行う。また、イクメンプロジェクトの
拡充等により、男性の育児休業取得促進のための
環境整備を行う。

279,675（15,640） 厚生労働省

仕事と子育ての両立支援
仕事と子育ての両立を実現するため、育児・介護
休業法の周知徹底を図るとともに、事業主に対す
る助成制度を充実する。

3,460,816（4,317,680） 厚生労働省



                              　＊単位は千円、（　）内は平成25年度予算額

２．「働き方改革」の強化（続き） 要求項目 内容 要求額＊ 担当府省

テレワーク普及促進対策事業
（拡充）

テレワークの本格普及に向けて、多様で柔軟な働
き方が可能となる新たなテレワークモデルを確立
するための実証や、テレワーク未導入企業に対す
る専門家派遣、セミナーによる普及を行うとともに、
テレワーク導入経費に係る支援、子育て・介護のた
めのテレワーク活用の好事例集の作成・周知や、
テレワーク人口の実態について調査・把握、テレ
ワーク展開拠点の検討等の取組を各省で総合的
に行う。 

791,848(26,731) 厚生労働省

労働時間等設定改善推進助成金

時間外労働が長い又は交代制勤務など変則的な
勤務形態となる中小企業が多数を占める団体が、
傘下事業場の労働時間等の設定改善に向けて、
団体と して、セミナーの開催や個別指導等の取組
を行った場合にその事業に要した費用を助成す
る。

63,228（102,087） 厚生労働省

職場意識改善助成金
（※テレワーク分除く）

労働時間等設定改善法に基づき、中小企業事業
主が、所定外労働の削減、 年次有給休暇の取得
促進、その他労働時間等設定改善のため必要な
取組を実施した場合に助成を行う。

321,002（374,733） 厚生労働省

　（１）子育てと仕事の「両立支援」 （続き）

長時間労働の抑制と年次有給休暇の
取得促進に向けた自主的取組への技
術的な支援等
（拡充）

働き方・休み方改善コンサルタントの相談、助言・
指導による改善への取組の推進等、働き方・休み
方改善指標の普及に向けた効果的広報施策の検
討、効果的な情報発信、「働き方・休み方改善ハン
ドブック」の作成、「地域の特性を活かした休暇取
得促進のための環境整備事業」の実施を行う。

671,368（414,149） 厚生労働省

長時間労働の抑制の推進
（拡充）

長時間にわたる時間外労働の実行ある抑制を図る
ため、パンフレットの作成や、事業主に対する集団
指導等を行う。

211,054（206,200） 厚生労働省

特に配慮を必要とする労働者に対する
休暇制度の普及
（拡充）

病気休暇をはじめとした労働者の健康の回復、心
身のリフレッシュのためや、地域活動・ボランティア
活動への参加等特に配慮を必要とする労働者に
対する休暇制度の普及促進を行う。

66,018（65,224） 厚生労働省

裁量労働制の適正な実施の促進
労働基準法第3 8条の3や同法第3 8の 4による、専
門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制に
ついて、適正な実施を促進するため、広報を行う。 

1,204(1,204) 厚生労働省

事業所内保育施設設置・運営等支援
助成金（再掲）
（拡充）

従業員の子どもを預かる保育施設の設置、運営等
の費用の一部を助成する。 5,830,999（2,948,707） 厚生労働省

　（２）中小企業の両立支援促進

中小企業における育休復帰支援プログ
ラム（再掲）
※（１）育児休業を取得しやすい環境の
整備の一部
（新規）

中小企業で働く労働者の育児休業の取得及び育
児休業後の円滑な職場復帰を支援するため、子育
て女性等のコンサルティングや個々のニーズに応
じた「育休復帰支援プラン」の策定・利用を支援す
る。

236,940（―） 厚生労働省



                              　＊単位は千円、（　）内は平成25年度予算額

２．「働き方改革」の強化（続き） 要求項目 内容 要求額＊ 担当府省

女性の活躍促進に向けた「見える化」
推進事業

企業の役員・管理職への女性の登用状況や、コー
ポレート・ガバナンス報告書、 CSR報告書等におけ
る女性の活躍状況の開示状況を調査・公表するこ
とにより、一層の登用及びその状況の開示の促進
につなげる。

10,028（10,427） 内閣府

女性の活躍「見える化」表彰
（新規）

①女性役員の登用状況、②登用に向けた取組等
に関する情報開示状況に優れた企業を対象とした
表彰制度を創設する。

905（―） 内閣府

　（３）企業による「女性登用」の促進
女性役員登用促進事業
（新規）

社外役員に登用可能な人材のデータベース化、女
性が役員・管理職になるために必要な知識等に係
る研修の実施促進、女性役員登用に資するネット
ワーク構築など、女性役員の登用促進に向けた取
組を行う。

9,752（―） 内閣府

女性の活躍応援ポータルサイト整備事
業
（新規）

働きたい・社会貢献したい女性を対象とした支援施
策に関する情報を集約・整理し、分かりやすく案内
するポータルサイトを開設する。

2,898（―） 内閣府

ポジティブ・アクションの推進
（拡充）

ポジティブ・アクションに取り組む企業を支援するた
め、助成措置を拡充するとともに、企業に対する直
接的なポジティブ・アクションの取組や情報開示促
進の働きかけや、積極的に取り組んでいる企業等
の表彰の充実など、役員や管理職への女性の登
用拡大に向けたキャンペーンを行う。

913,166（615,134） 厚生労働省

　（４）ロールモデル等の普及 ポジティブ・アクション展開事業
（拡充）

メンター、ロールモデルの確保が難しい中小企業
がネットワークを作り、女性の相互研鑽、研修等を
行う仕組み作りを支援する。

33,703（16,524） 厚生労働省

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の推進
（拡充）

仕事と生活の調和連携推進・評価部会の運営、仕
事と生活の調和推進に関する啓発の在り方につい
ての調査研究、企業・自治体ネットワークの構築、
「カエル!ジャパン」通信（メルマガ）やポータルサイト
による情報発信、「仕事と生活の調和レポート」の
作成、「カエルの星」の選定等を行う。

28,866（22,309） 内閣府

　（５）男性の働き方の見直し
男性にとっての男女共同参画促進のた
めの人材育成事業
（新規）

約8割の男性が家事を行わず、約 7割の男性が全く
育児を行っていない現状を打破し、男性の家事、
育児、介護等への参画を進めるため、各地域・各
分野において男女共同参画促進の核となる人材を
育成する。

9,622（―） 内閣府

男性の育児休業取得促進事業（イクメ
ンプロジェクト）
（拡充）

男性労働者の仕事と育児との両立支援を促進する
取組について、有識者等で構成された推進チーム
で検討し、企業表彰やセミナーに全国的な周知活
動等、父親も子育てが出来る働き方を促進するめ
の取組を実施する。

42,735（15,640） 厚生労働省

３．結婚・妊娠・出産支援

　（１）結婚・妊娠・出産支援の「全国展開」 少子化社会対策政策研究経費
（新規）

（全国自治体の結婚支援事業に関する調査研究
（仮称） ）
　自治体で実施されている結婚支援事業につい
て、都道府県、市区町村に郵送アンケートを実施
し、先進的な取組についてはヒアリング調査を行
い、調査結果を事例集として提供することにより、
全国レベルでの情報共有と普及啓発を図る。

13,079（―） 内閣府



           
                                           

            

                              　＊単位は千円、（　）内は平成25年度予算額

３．結婚・妊娠・出産支援（続き） 要求項目 内容 要求額＊ 担当府省

　（１）結婚・妊娠・出産支援の「全国展開」 （続き） 子ども若者育成・子育て支援功労者表
彰等経費

子ども・若者育成・子育て支援の功労者として結
婚・妊娠・出産を支援する活動等についても顕著な
功績があった団体又は個人等を表彰する。

6,508（6,318） 内閣府

　（２）妊娠・出産等に関する情報提供、啓発普及
少子化危機突破のための緊急対策経
費
（新規）

妊娠・出産等に関する情報提供・啓発普及、効果
検証を行う。 13,000（―） 内閣府

　（３）地域の「相談・支援拠点」づくり

女性健康支援センター事業
（拡充）

思春期から更年期に至る女性に対して、身体的・
精神的な悩みに関する相談指導等を行う女性健康
支援センターについて、全国統一の電話番号を設
けるなど相談支援体制の充実を図る。

　　　母子保健医療対策等総合支援事業※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,187,040の内数
　　　　（母子保健医療対策等総合支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　9,229,380の内数）

※「母子保健医療対策等総合支援事業」とは、妊産婦
及び乳幼児の安全の確保及び健康の増進に資するこ
とを目的とし、各種相談・健康の保持・増進に関する事
業を実施するもの。

厚生労働省

不妊専門相談センター事業
（拡充）

不妊に悩む夫婦等に対し、専門的知識を有する医
師、心理に関して知識を有する者等が、医学的な
相談や心の悩み等について相談指導を行う不妊
相談センターについて、土日等の講習会の実施等
により、相談しやすい体制の整備を図る。

　　　　 母子保健医療対策等総合支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,187,040の内数

　　　　（母子保健医療対策等総合支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　9,229,380の内数）

厚生労働省

　（４）「産後ケア」の強化 妊娠・出産包括支援モデル事業
（新規）

産科医療機関からの退院直後の母子への心身の
ケアや育児のサポートなどを行う産後ケア事業を
含め、各地域の特性に応じた妊娠から出産、子育
て期までの切れ目ない支援を行うためのモデル事
業を実施する。

 母子保健医療対策等総合支援事業
14,187,040の内数（―）

厚生労働省

　（５）地域医療体制（産科・小児医療）の整備

周産期母子医療センター運営事業

周産期母子医療センターのＭＦＩＣＵ(母体胎児集中
治療管理室)、ＮＩＣＵ(新生児特定集中治療管理室)
及びＧＣＵ(NI CUに併設された回復期治療室)の運
営費に対する財政支援を行う。

医療提供体制推進事業費補助金※

17,100,000の内数
（医療提供体制推進事業費補助金

                                 22,700,000の内数）

※「医療提供体制推進事業費補助金」とは、医療計画
制度の実効性を確保し、医療提供体制強化を図る観点
から、都道府県の作成した「医療計画に基づく事業計
画」により、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助
成制度の仕組みとして、救急医療施設、周産期医療施
設等の経常的な経費の補助を行うもの。

厚生労働省

新生児医療担当医確保支援事業
新生児（出生後にＮＩＣＵへ入室するもの）を担当す
る医師へ手当を支給する医療機関に対する財政
支援を行う。

医療提供体制推進事業費補助金
17,100,000の内数

（医療提供体制推進事業費補助金
22,700,000の内数）

厚生労働省

産科医等確保支援事業
分娩手当等を支給する医療機関等に対する財政
支援を行う。

医療提供体制推進事業費補助金
17,100,000の内数

（医療提供体制推進事業費補助金
22,700,000の内数）

厚生労働省



                              　＊単位は千円、（　）内は平成25年度予算額

３．結婚・妊娠・出産支援（続き） 要求項目 内容 要求額＊ 担当府省

　（６）不妊治療に対する支援

不妊に悩む方への特定治療支援事業
（拡充）

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な
体外受精等に要する費用の一部を助成する不妊
に悩む方への特定治療支援事業について、近年
の医学的知見を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出
産に資する観点から、医療機関の要件や助成対象
範囲を見直す。

　　　　 母子保健医療対策等総合支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,187,040の内数

　　　　（母子保健医療対策等総合支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　9,229,380の内数）

厚生労働省

不妊専門相談センター事業（再掲）
（拡充）

不妊に悩む夫婦等に対し、専門的知識を有する医
師、心理に関して知識を有する者等が、医学的な
相談や心の悩み等について相談指導を行う不妊
相談センターについて、土日等の講習会の実施等
により、相談しやすい体制の整備を図る。

　　　　 母子保健医療対策等総合支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,187,040の内数

　　　　（母子保健医療対策等総合支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　9,229,380の内数）

厚生労働省

４．国民的な認識醸成と地域プランへの支援

　（１）国民への情報発信と政府による着実な施策実行
「家族の日・家族の週間」を通じた広報
啓発関係経費
（拡充）

家族の日フォーラム、作品コンクール等を通じて、
地域や家族の大切さ等の理解を促進する。 11,306（8,603） 内閣府

　（２）「地域・少子化危機突破プラン」の推進
地域・少子化危機突破支援プログラム
推進事業経費
（新規）

地方自治体が創意工夫した「地域・少子化危機突
破プラン」を全国から公募し、モデル的な取組を選
定して集中的にその取組を支援し、成果や課題に
ついて全国的に共有することにより、地域レベルで
の取組を推進・加速させる事業を実施する。

201,784（―） 内閣府

５．制度・財政面の対応

　（１）子ども・子育て支援新制度等の財源確保
保育緊急確保事業の実施
（消費税率の引上げの判断を踏まえ予
算編成過程で検討）
（新規）

子ども・子育て支援法の附則に基づき、平成２７年
度に施行を予定している子ども・子育て支援新制
度への円滑な移行を図るために、保育の需要が増
加している市町村等が行う保育その他の子ども・
子育て支援に関する事業に要する費用に対する補
助を行う。

（事項要求）（―） 内閣府

　（２）「次世代育成支援対策推進法」の延長・強化の検討 厚生労働省



●税制要望 要求項目 内容 新規/継続 担当府省

子ども・子育て支援新制度の施行に伴
う幼保連携型認定こども園に対する税
制上の所要の措置

子ども・子育て支援新制度の施行に向け、新たに
創設される幼保連携型認定こども園について、幼
稚園及び保育所と同等の税制措置を講ずることを
要望する。

新規 内閣府

子ども・子育て支援新制度の施行に伴 子ども・子育て支援新制度の施行に向け、幼保連
う幼保連携型認定こども園以外の認定
こども園の教育・保育機能部分に対す

携型以外の３類型の認定こども園について、幼保
連携型認定こども園と同等の税制上の措置を講ず 新規 内閣府

る税制上の所要の措置 る。

こども・子育て支援新制度の施行に伴 子ども・子育て支援新制度の施行に向け、新たに
い市町村認可事業として位置付けられ
る小規模保育等に対する税制上の所

市町村認可事業として位置付けられる小規模保育
事業等について、保育所等と同等の税制上の措置 新規 内閣府

要の措置 を講ずる。

子ども・子育て支援新制度の施行に伴 子ども・子育て支援新制度の施行に向け、新たに
う病児・病後児保育事業及びファミ
リー・サポート・センター事業に対する

社会福祉事業として位置付けられた事業につい
て、他の社会福祉事業と同等の税制上の措置を講 新規 内閣府

税制上の所要の措置 ずる。

子ども・子育て支援新制度において給
付の対象となる施設・事業者を利用し
た場合の保育料等の非課税措置

子ども・子育て支援新制度の施行に向け、創設さ
れる施設型給付及び地域型保育給付の対象とな
る施設・事業者の利用料等について、保育所と同
等の税制上の措置を講ずる。

新規 内閣府

企業が次世代育成支援対策推進法に基づく認定
を受け、「くるみん」を取得した場合に、当該企業が

仕事と家庭の両立支援に積極的に取り 一定年度内に取得した減価償却資産に認められた
組む企業に対する税制上の優遇措置
の延長

割増償却について、適用期限を１年間延長するとと
もに、次世代育成支援対策推進法に基づき仕事と

継続（拡充） 厚生労働省

家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対す
る税制上の優遇措置を拡充する。
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