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Ⅰ．三重県におけるコンセプト
及び取組方針
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県全体 男性 女性

点

前回調査（H24.1～2月実施） 今回調査（H25.1～2月実施）

【問】現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を１０点、
     「とても不幸」を０点とすると、何点くらいになると思いますか。

○出典：第２回みえ県民意識調査（三重県 平成25年1月～2月実施、有効回答数5,432）。
○第２回調査では特に、結婚していない理由や理想の子どもの数など、「家族」や「子ども」に関する項目について調査しています。

県民の幸福感は6.68点で、１年前の前回調査（6.56点）より0.12点上昇

既婚は6.93点で未婚（5.70点）より1.23点高く、前回調査よりも差が拡大
（参考）内閣府実施「平成23年度国民生活選好度調査」平均値：6.41点

Ⅰ．（１）結婚や子どもの数と幸福実感の関係
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20～40歳代の幸福感と理想の子どもの数

理想の子どもの数

現在の子どもの数

（出典）三重県「第２回みえ県民意識調査結果」

県民の幸福感は
未婚者より既婚者が高く、
既婚では子どもがいる方が高く、

子どもの数が多いほど高い

理想と現実のギャップの
要因となる課題を解消し、
幸福実感を高めることが、

少子化対策の目指すべき
姿理想の子どもの数は

現在の子どもの数よりも多い

Ⅰ．（１）結婚や子どもの数と幸福実感の関係
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Ⅱ．少子化対策を講じるに

当たっての視点
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◎ 「産めよ増やせよ」や価値観の押し付けではなく、希望が叶う社会を目指す
◎ 地域・家族の実情はそれぞれであり、それに合ったきめ細かな対策が必要
◎ 現場に近いところで創意工夫ができる体制や仕組みが必要

•長期的視点と
継続的な取組

•県・市町等
や県民が一体と
なって取り組む

•少子化は社会的
課題であるとの
認識を持つこと

• ライフステージ毎の
きめ細かな対策

思春期、結婚、妊娠・出産、
子育てといった
ライフステージ毎の対策が必要

・少子化は社会保障制度や地域
コミュニティ維持に影響を及ぼす
社会的課題

・人口減少や人口流出に伴い、地域
コミュニティ崩壊に繋がる危機

フランスやスウェーデンは、
「人口」を所与のものではなく、
政策によって変えられる「変数」と
捉えて少子化を克服

国家的課題である一方、地域の
実情に応じた地方目線の対策が
必要

フランス・・・1980年代初頭に合計特殊出生率が2.07を割り込んだことを契機に、出生率２超を
政策目標として 家族政策を設計し、多子世帯への税制優遇等を実施

スウェーデン・・・女性を「市場における弱者」の境遇から解放することを目指し、育児の「社会
化」を推進
それぞれの実情に応じた、長期（20年以上）にわたる取組により、少子化を克服
⇒国はもちろん、地域によって異なる実情に応じた、長期的・継続的な取組が必要 ５



Ⅲ．ライフステージ毎の現状・
課題と取組例
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少子化対策

結婚したい人が結婚できる

子どもを産みたい人が
安心して産み育てられる

婚活支援（出会いの場の創出、コーディネー
ター育成）

若者の経済基盤の安定化

【第２子まで】

男性の育児参加・ワークライフバランスの実
現の促進、妊娠・出産時における保健・医療
対策の充実

【第３子以降】

子育てにかかる経済的な支援

【子育て共通】

安心して子どもを産み育てることができる環
境づくり

ライフプラン教育の推進 （人生設計）
（生涯未婚率の上昇）

（有配偶出生率の低下）

ライフプラン教育の推進

（性、妊娠、出産にかかる医学的知識）

（県としての役割）（地域リソースの活用）

県民が一体となって少子化対策に取り組む機運の醸成

「結婚したい人が結婚でき」、「子どもを産みたい人が安心して産み育てられる」よう取り組み、県民の
幸福実感を高めていくことを三重県の少子化対策のめざすべき姿としている。

※ 部分は、平成26年度の重点的な取組

・少子化対策に関するロジックツリー
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子ども・思春期 結婚 妊娠・出産 子育て

ライフプラン教育の実施 子育て医師等復帰支
援事業

思春期保健セミナー、

思春期ピアサポーター
の養成

予期せぬ妊娠「妊娠レ

スキューダイヤル」の開
設

三重県地域づくり

支援補助金（市町
の出逢い応援事
業を支援）

三重県地域づくり

支援補助金（市町
の婚活事業等を
支援） 不妊専門相談の実施

不妊治療費の助成

発達障がい児支援

・市町の一元化窓口機能の設置支援

・発達チェックリスト（CLM）の普及
・歯科の視点からの児童虐待防止と

子育て支援

【現在の特徴的な取組】

明るい展望の人生設

計を描け、また、発達
段階に応じて、性や妊

娠、出産に関する医学
的知識を取得できるよ
うライフプラン教育を幅
広く推進

出会いの場の創出

やコーディネーター
育成などの婚活支
援を推進

妊娠・出産時における保

健・医療対策を充実（産
前・産後ケア、不妊症の
方への支援等の実施）

県民が一体となって少子化対策に取り組む機運を醸成

【平成２６年度の重点的な取組方向等】

＋ 現在の取組に加えて

男性の育児参加、ワーク・ライ
フ・バランスの実現の促進

思春期から、結婚、妊娠・出産、子育てといったライフステージ毎にきめ細かな対策を展開していく。

マタニティ・ハラスメントの
ない職場づくりを推進

・少子化対策に関するライフステージ毎の取組

８

県庁（事業主として）の男性の育児参加促進

※検討中のものを含む



Ⅲ．（１）子ども・思春期からの教育

○中学、高校における「保健体育」での学び

・思春期の健康 ・妊娠、出産と健康 ・結婚生活と健康等

○高校における「総合的な学習の時間」での学び

・「高校生の親育ち講座」・・・ 命の大切さや性に関し学ぶ

・性をめぐる諸問題について学ぶ

・中学、高校、特別支援学校における産婦人科医･助産師

等による講演（H24年度：10校1,262人が受講）
性の理解と性感染症予防、こころや体の成長や自己肯定感の向上

・思春期健康教育 （H23年度 9市町2,220人が受講）
○赤ちゃんとのふれあい体験（小学校、中学校）

・乳幼児とのふれあいや母親との交流会の実施（H23年度：6市町で実施）

妊娠等ライフプラン全体に関わる知識・情報を対象者の発達段階に
応じて適切に情報提供、啓発普及を図ることが有益である。

①ライフプラン教育

９



Ⅲ．（２）結婚

①三重県地域づくり支援補助金

・県と市町が連携強化をはかり、協働して地域づくりを推進することに
より地域主権社会の実現を目指すことを目的として実施する事業経
費について補助を行う。
・「人口減少対策」事業を実施している2市町（鳥羽市、南伊勢町）が
課題解決に寄与する事業として補助を受けている。
【事業例：鳥羽出逢い応援事業】

県内外における田舎暮らしに魅力を感じていただける女性を対象とし
た広報活動、個人面接を実施し、地元独身男性との交流事業を行う。
・事業内容：１泊２日で実施 ・参加女性：42名・成果：４組のカップル
が誕生

・次年度以降の計画：同事業を実施する南伊勢町との連携を行い、定
住促進や地域の活性化に結びつけていく予定

移住セミナーや田舎暮らし体験、空き家バンクなど、三重での田舎暮らし関連
の情報を提供している県のポータルサイトにおいて婚活情報が入手できる。
（http://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/）

②三重の移住・交流ポータルサイト ええとこやんか三重

１０



Ⅲ．（３）妊娠・出産

 三重大学医学部附属病院では、平成24年
度に女性医師支援ワーキンググループを
立ち上げ、意見・要望を集約し病院内に学
童保育所「さくら組」を開設。
【開設日】 平成25年3月26日（4月より運営
開始）
【運営体制】 指導員2名体制で運営
※県の子育て医師等復帰支援事業を活用

県内の病院が取り組む、
・子育て等により離職した医師の復職研修プログラムの作成
・復職に向けた研修体制や子育て中の医師の勤務環境整備 等
子育て支援の仕組みづくりを財政的に支援

①子育て医師等復帰支援事業

○病院内学童保育所の開設
・子育て中の女性医師のキャリアアップを支援

１１



Ⅲ．（３）妊娠・出産

②不妊専門相談

毎週火曜日10時から20時に実施
「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、Ｈ23年度からは20時まで相談時間を延長

※不妊症看護認定看護師資格

日本看護協会認定資格。不妊症看護の分野において、熟練した看護技術と知識を
用いて、水準の高い看護実践ができる。
有資格者は全国で１２７名。三重県では２名。（平成２４年度末）

課題

① 養成機関は聖路加看護大学のみ。養成数は１５名。９か月間（毎週金土曜２日
間）の研修期間。授業料等９９万円のほか宿泊、交通費等が必要。
（例えば、三重県津市から通うと宿泊費、交通費等合わせて約３００万円かかる。）

② 医療現場の看護師不足のなか、長期研修への派遣が困難。
③ 配置しても診療報酬上のメリットがない。
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Ⅲ．（３）妊娠・出産

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年間又は通算１０回ま
で助成不妊専門相談の実施

特定不妊治療費助成実績　年度比較
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件数 294 396 499 998 1,188 1,496 1,685 2,009 2,300

実績額 29,096 39,472 49,682 97,961 115,649 200,470 230,294 273,889 333,000

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

特定不妊治療費助成実績

③不妊治療助成

制度創設から約10倍に増加

治療費 年齢制限 治療回数 指定医療機関 40歳以上治療
者（妻）

法律

フランス 全額（保険） 42歳 4回まで 約100 約10％ あり

日 本 一部助成 なし 10回まで 564 30％ 要綱

・フランスとの比較

三重県の40歳以上の治療者 27％（Ｈ23）
35～39歳が41％

・三重県で、42歳までに制限した場合8.4％が対象外に
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働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場
で受ける精神的・肉体的なハラスメント。（4人に1人がマタハラ被害者となっている。）
相談内容

嫌がらせ・セクハラ

19.2％
◎育休から復帰。短時間勤務を希望すると嫌みを言われた。降格・減給・配置転換を言われてい
る。

女性保護関連

13.5％
◎昨年出産し職場復帰。再び妊娠し上司に相談したら「２回も育休を取る社員は前例がない。会
社を辞める方向で考えてほしい。続けるなら給料を下げざるを得ない」と言われた。

解雇・退職強要

10.4％
◎切迫早産で入院中に会社から「働けないので解雇としたい」と書類を持参。「傷病手当金だけ
は受給できるようにする」との説明だったが、解雇になったのは納得いかない。

就業規則等

5.4％
◎切迫流産のため休職する予定だが、「現在の役職から降格する」と聞いた。就業規則上、降格
に該当しないが、相談できるところがない。

（出所）ﾏﾀﾊﾗに関する意識調査（㈱ﾏｸﾛﾐﾙ）

（出所）連合「働く女性のための全国一斉労働相談ダイヤル」

３位 女性社員の妊娠
出産への理解不足・協
力不足

２位 会社の支援制度設
計や運用の徹底不足

１位 男性社員の妊娠出産
への理解不足・協力不足

Ⅲ．（３）妊娠・出産

④マタニティ・ハラスメント（マタハラ）

・「マタハラ」が起こる原因

・原因の背景

「ハラスメントの啓蒙不足」、「定常的な業務過多」が挙げられ、約半数（４７％）の
企業は妊娠・出産の当事者支援制度はあるもののフォローする周囲へのケア制度
不足のため、実際の活用ができているのは１６．３％と制度が機能していない。 １４



Ⅲ.（４）子育て

○市町の一元化窓口・機能の設置支援

あすなろ学園に「こどもの発達総合支援室」を設置し、市町人材育成支援など
を実施
• 平成25年4月現在 18市町でしくみを構築／29市町
• みえ発達障がい支援システムアドバイザー養成
平成25年4月現在 42人研修修了（20市町）

①発達障がい児支援

• 昭和39年開設
• 独立した施設としては全国
に２カ所しかない児童精神
科医療施設

• 全国に4か所しかない自閉
症を対象とする医療型障が
い児入所施設

小児心療センターあすなろ学園
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Ⅲ.（４）子育て

「２週間で気になる子どもの姿が変わった」「子どもの成功体験につながり、と
ても嬉しそうな様子が窺えた」「個々の子どもの姿をよく観察するようになったこ
とで、クラス全体の支援にもつながり、クラスがまとまってきた」「保育技術のス
キルアップになった」「気になる子の見方・対応ができるようになった」「園内で
の協力体制が深まった」「保護者との関係がよくなった」等その有効性、県内外
市町への広がり効果を実感する多数の声が上がっている。

“小学校低学年にも有効なツール”との考えから、一部の小学校で試験的な取
組も始まり、関心が高まっている。

日常の集団保育の中で子どもの発達課題に早期に気
づくためのチェックリスト（Check List in Mie )
◆ＣＬＭを活用した保育所・幼稚園での個別の
指導計画を実施している市町数 23／29市町
◆ＣＬＭと個別指導計画の巡回研修
H19年度からH24年度まで 432園（所）

②発達チェックリスト（ＣＬＭ）の普及

・CLM

・実際に『ＣＬＭと個別の指導計画』を実践している園の声
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Ⅲ．（４）子育て

• 平成17年度より、愛知学院大学及び三重
県歯科医師会、三重県が被虐待児と歯科
疾患や生活習慣との関連を調査。その結
果をもとに、早期より歯科からの視点で児
童虐待防止と子育て支援を実施

• むし歯のデータと生活習慣質問票を組み
合わせた要保護児童スクリーニング指数
（MIES：Maltreatment Index for Elementary 
Schoolchildren）の開発。学校歯科健康診
断時での活用の具体化を検討

• ３名の児童に対して見守りが必要と判断。
• 学校と学校歯科医などが見守りを継続実施。

○平成24年度におけるMIESの試用結果

③歯科の視点からの児童虐待防止と子育て支援
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Ⅲ．（４）子育て

④男性の育児参加の意識喚起

三重県では男性の育児参加も含めて
子育てに優しい県としてアピールする
とともに男性の育児参加を県内に普
及させることを目的に、「ファザーリン
グ全国フォーラムinみえ」を平成26年
6月に四日市市で開催予定

・ファザーリング全国フォーラム
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・父親の子育て情報誌「よかパパスイッチ」

平成２２年度から四日市市において
「子育てマイスター」の養成講座を開
始、養成講座修了者とともに子育て
情報誌「よかパパスイッチ」を作成
（平成２４年度末現在修了者：１６名）
・作成部数：１５，０００冊

・目的：父親が笑顔で子育てを楽しむ
ために作成
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取
得
率
％

男性（育児休業） 女性（育児休業） 男性（育児参加休暇）

取得者/
対象者

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２4年度

男性 ４ /１１３人 ２ /１０４人 ８ /１０５人 ６ /１２１人

女性 ４０/４０人 ４２/４３人 ３９/３９人 ４６/４６人

県職員の育児休業、
男性の育児参加休暇取得状況

育児休業取得者

H25年度は9月末時点で男性8人が取得



Ⅲ．（４）子育て

育児休業を取得した男性職員の声

人生で良い体験をした。
こんな良い体験をさせてくれた三重県
のために、他の職員が嫌がる仕事を
やらなくてはと思った。
困難な業務で心が折れそうになっても、
育児休業中の素晴らしい時間が支え
になっている。

勤務時間内に業務を終わらせるよう
必死になり、仕事の効率が上がった。

育児と仕事の両立で苦労している
職員のことを、自分のことのように
捉えることができるようになった。
育児をしながら働く女性への見方が
変わった。

子どもに懐いてもらえて、親としての
喜びを実感できた。

「育児休業を経験した男性職員へのアンケート」より

１９


	表紙
	目次
	Ⅰ.三重県におけるコンセプト及び取組方針
	（１）結婚や子どもの数と幸福実感の関係
	Ⅱ.少子化対策を講じるに当たっての視点
	Ⅲ . ライフステージ毎の現状・課題と取組例
	（１）子ども・思春期からの教育
	（２）結婚
	（３）妊娠・出産
	（４）子育て

