
Ⅳ．その他の取組み例
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Ⅳ．（1）県内市町での取組

①不育症に対する支援

不育症支援としては、適切な相談支援を行い、原因や対応方法、医療機関の受診等につ
いて正確な情報を提供することが大切であり、県は、不妊専門相談センターにおいて、専門
的な相談対応を実施している。（不育症外来を受診した方は、経過観察の症例を含めれば最
終的に８０％以上が出産に至ると報告されている。）

しかしながら、一次スクリーニング検査や一部の治療を除き、保険適用外のものが多く、高

額な医療費がかかる場合があるため、県内市町等において、検査・治療に係る費用の一部
助成事業が実施されている。

鳥羽市

平成２４年度～

松阪市

平成２５年度～

いなべ市

平成２５年度～

伊勢市

平成２５年度～

１０万円上限 １０万円上限 ２０万円上限 １０万円上限

年間１回、通算
５回まで

回数制限なし 年間１回、通算
５回まで

（所得制限あり）

年間１回、通算
５回まで

和歌山県

平成２３年度～

３万円上限

連続する２年度
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Ⅳ.（２）子育て同盟

①地域の実情に応じた地方の取組を後押しする「少
子化危機突破基金」を創設すること

②子ども・子育て支援新制度は、地方の意見を十
分反映させた上で、実施に必要な財源を確実に確
保すること
③ 保育士・幼稚園教諭の恒久的な処遇改善、配置

基準の適切な見直しを確実に行うこと

・子育て支援、少子化対策にかかる緊急提言

子育て支援に志を高くする自治体が同盟を結び、情
報交換や情報発信を行うことによって、切磋琢磨し
ながら子育て支援施策を実施・先導するとともに、
広く少子化対策への意識喚起することを目的に平
成２５年4月９日、宮城県、長野県、三重県、鳥取県、
岡山県、広島県、徳島県、高知県、佐賀県、宮崎県
の１０県で同盟を発足し活動を実施

・経緯・構成メンバー

国任せではなく、自分たちが同時多発的に地方独自の取組を実践していきます！

２２

・「はぐくみ支援ポータルサ
イト」の開設
・子育て同盟版「婚活・出
会いの日」、または「育
児・家庭の日」事業の立案
・子育て同盟版「企業表彰
制度」の内容立案

・共同で取り組む事業



Ⅴ．少子化対策の推進方策
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Ⅴ．（１）財源の確保～少子化危機突破基金の創設～

①財源確保の必要性について

地域において、若者が経済面における安定性の確保ができる企業に雇用されるなどの環境が整備され、結婚、
子育てができる社会を構築するため、「結婚・妊娠・出産支援」や「子育て支援」などの多様な取組に対して、安
心こども基金等の活用も含めた財政的な支援について検討する。

・「少子化危機突破のための緊急対策」少子化社会対策会議（６月７日）

・・・子ども・子育て支援新制度に向けた財源確保の重要性は言うまでもなく、少子化対策について、子ども・子育
て支援新制度の施行状況を踏まえつつ、幅広い観点から更に財源確保と取組強化について検討するべき。

・社会保障制度改革国民会議報告書（８月６日）

・・・「少子化危機突破のための緊急対策」（本年６月７日少子化社会対策会議決定）に基づき、妊娠・出産等に
関する情報提供や産後ケアの強化など、結婚・妊娠・出産に関する支援を総合的に行う。

・日本再興戦略‐JAPAN is BACK‐（閣議決定）（６月１４日）

一 １．少子化対策

（１） ・・・次に掲げる措置（待機児童解消加速化プランの実施に当たって必要となるものを含む。）等を着実に
実施する。その際、全世代型の社会保障を目指す中で、少子化対策を全ての世代に夢や希望を与える日本
社会への投資であると認識し、幅広い観点から取り組む。
①子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施のために必要な措置
②保育緊急確保事業の実施のために必要な措置
③社会的養護の充実に当たり必要となる児童養護施設等における養育環境等の整備のために必要な措置
三 １．財源の確保

一に掲げる措置については、関連する法律の施行により増加する消費税及び地方消費税の収入並びに
社会保障給付の重点化・効率化により必要な財源を確保しつつ行う。

・社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について（閣議決定）（8月21日）
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Ⅴ．（１）財源の確保～少子化危機突破基金の創設～

少子化は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。
少子化対策の具体的取組は、国と地方の役割分担という視点から、４つに分類できる。

Ⅰ 国が今すぐ、国策として対策の強化に取り組む必要のあるもの

Ⅱ 地方が取り組んでいるが、直ちに国が統一的な実施に向けて検討を行う
必要のあるもの

Ⅲ 補助対象だが、地域の実情に応じて実施する必要のあるもの

Ⅳ 地方が地域の実情に応じて、独自に取り組むべき必要のあるもの

・結婚相談・支援体制の整備 ・未婚者の交流の機会を応援・提供する事業 ・コミュニケーションスキル向上のための研修

・子育て家庭の経済的な負担の軽減 ・育児負担軽減のための支援 ・親育ちの支援 ・地域の結婚や子育てを応援する気運
の醸成 ・妊娠・出産に関する相談支援体制の整備 など

・子ども・子育て支援新制度の円滑な施行 ・待機児童解消加速化プランの推進 ・保育士の人材確保と処遇改善

・社会的養護が必要な子どもの支援体制の強化 ・産後ケア体制の強化 など

・認可外保育施設への助成 ・仕事と育児の両立支援 ・周産期医療体制の整備 ・妊婦健診の適正受診指導・助成

・乳幼児（心身障がい児含む）医療費の助成 など

・若年者層の就職支援 ・非正規雇用労働者の雇用安定と処遇改善 ・子育て世帯の経済的な負担の軽減

・仕事と育児の両立支援 ・医師・助産師等の養成 ・出産一時金等の支給 ・不妊治療への支援の拡充 など

②国と地方の役割分担の考え方
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・三重県・・・約１２１，０００千円
・ 市 町・・・約５８１，０００千円

Ⅴ．（１）財源の確保～少子化危機突破基金の創設～

③基金の規模について

Ⅳ 地方が地域の実情に応じて、独自に取り組むべき必要のあるもの

平成２５年度の主な地方単独事業の規模

①結婚支援
・南部地域活性化基金事業の活用による市町婚活事業等への補助（県：2,856千円）
・鳥羽への定住応援事業（鳥羽市：23,345千円）
②妊娠～出産期支援
・特定不妊治療費補助金（県単独市町補助金）（県：11,750千円）
・不育症治療費助成事業（松阪市：2,054千円）
③育児・子育て期
・子ども医療費補助金（県：2,326,533千円）
・任意予防接種補助事業（熊野市：1,806千円） 等

具体的な事業例

２６

待機児童の問題は、都市部を中心に重大かつ喫緊の社
会問題である一方、地方では、若年者雇用が少ないこと
による所得の問題や出会いの少なさなど、都市部とは別
の課題がある。

（三重県の平成２５年４月１日の待機児童数は２７人（３歳
未満児の保育所利用率は全国２６．２％を若干上回る２７．
９％））



・厳しい経済情勢を踏まえ、追い込まれた人に対するセーフティネットとして都道府
県に設置、補助率１０／１０（地方負担なし）で、国が示す事業メニューに対し、当道
府県が地域の実情を踏まえ、実施事業を選択するメニュー方式

例１．地域自殺対策緊急強化基金（所管：内閣府）

Ⅴ．（１）財源の確保～少子化危機突破基金の創設～

③基金の規模について

２７

例２．地方消費者行政活性化基金 （所管：消費者庁）

・消費生活センター設置・拡充や相談員のレベルアップをなどに取り組む地方公共団
体の支援のため都道府県に設置、地域の発意と創意工夫を支援するメニュー方式

単位千円

県計 県分 市町分

平成２１年度 3,650,357 52,648 33,954 18,694

平成２２年度 6,098,672 83,522 44,783 38,739

平成２３年度 6,386,750 55,261 14,711 40,549

全国計
三重県

単位千円

県計 県分 市町分

平成２１年度 1,332,991 32,483 29,609 2,874

平成２２年度 3,172,642 47,780 36,919 10,861

平成２３年度 2,954,123 43,833 24,329 19,504

全国計
三重県

・基金執行額

・基金執行額



Ⅴ．（１）財源の確保～少子化危機突破基金の創設～

④かつてない地方の本気度

・全国知事会
「次世代育成支援施策の充実に関する提言」

（平成２５年７月９日）

・中部圏知事会議
「「地方目線」の少子化対策についての緊急提言」

（平成２５年８月）

・近畿ブロック知事会
「「地方目線」の少子化対策にかかる提言」

（平成２５年５月）

・子育て同盟１０県
「子育て支援・少子化対策にかかる緊急提言」

（平成２５年８月）

・自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク
「新たな国づくりのための政策提案～自立と分散で豊
かな日本を～政策提案４．子どもを産み、育てる環境
づくり」 （平成２５年８月）

→ すべての提言で地方の実情に応じた対策を推進するための
「少子化危機突破基金」の創設を提案

尾﨑高知県知事と森大臣を訪問
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Ⅴ．（１）財源の確保～少子化危機突破基金の創設～

○消費税率の引き上げによる財源（０．７兆円）を含め、幼児教育・
保育・子育て支援の質・量の充実を図るための財源として１兆円超
程度の財源確保を確実に実施することはもちろん、これに加え、

○少子化という将来の国家的危機に対し、地方が地域の実情に応
じて独自に取り組む様々な対策について、国が地方をしっかりと後
押しするための「少子化危機突破基金」の財源を確保すること。

○少子化対策は「待ったなし」。地方も含めた機運が盛り上がりつ
つある「いま」を逃すことなく、平成２６年度当初予算（又は今年度
補正予算）での実現が不可欠。

⑤時機を逸せず早期実現を
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Ⅴ．（２）「地域・少子化危機突破プラン」の推進

（「優先課題推進枠」（「要望」事項））
・地域・少子化危機突破支援プログラム推進事業経費 202百万円

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

実施主体（都道府県・政令指定都市か）、１か所当たりの規模、事業期間、
対象事業の範囲、公募・選定スケジュールなど

内閣府「平成２６年度予算概算要求の概要」より

地方がプラン策定作業にとりかかれるよう、事業の仕組みを地方に早
急に示すこと
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Ⅴ．（３）企業を巻き込む制度的な仕組み

○ 2003（平成15）年７月、地方公共団体及び企業における10年間の集中
的・計画的な取組を促進するために制定（平成２６年度までの時限立法）

○企業において、従業員の仕事と子育ての両立を支援する「一般事業主行
動計画」を策定（現在１０１人以上の企業が義務化）
○計画終了後、一定の基準を満たした企業を「くるみん」として認定
○｢くるみん｣認定企業へは税制上の優遇措置
(計画期間内に取得・新築した建物等の割増償却)

次世代育成支援対策推進法のポイント

①次世代育成支援対策推進法の延長・強化

一般事業主行動
計画 届出企業数

301人以上 101人以上
300人以下

100人以下 認定企業数

三重県 ８２７社

(99.5%)
１５２社

(100%)
４０３社

(99.3%)
２７２社 １９社

全国 ７０，３３３社

（97.9%)
１４，５２９社

（98.4%)
３２，１０９社

(97.7%)
２３，６９５社 １，４７１社

次世代法の施行状況（平成25年3月末現在）
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（２）取組のインセンティブ強化
義務化による計画策定率は高いものの、行動を実践に移す企業が取得する｢くる
みん｣の取得率は低い（三重県の場合2.3％：827社中19社）
ちなみに三重県の表彰・認証企業になった場合、入札時の評価点優遇等のイン
センティブしかないため建設業がかなりの割合を占めてしまっている。（建設業関連
企業の応募の割合 Ｈ24年度78.8%（71社中56社）→平成25年度88%(92社中81
社）⇒より積極的なインセンティブによって、取組みを行う企業の拡大が見込める。

・「くるみん」企業の新たな優遇税制の創設（育休代替要員の雇用に要した費用等
に関する法人税額控除など）

・「くるみん」の周知による採用活動上のメリット、企業イメージの向上

Ⅴ．（３）企業を巻き込む制度的な仕組み

（１）中小企業の取組促進
平成２３年４月の改正法施行後、101人以上の企業まで義務付けが拡大されたが、
100人以下の中小企業は努力義務に止まる
⇒企業の取組の底上げを図るために、労使の合意形成、負担軽減を図りながら、対
象企業の拡大を図る

②延長・強化に当たっての視点

次世代育成支援対策推進法の仕組みは、企業における取組を推進するため
に、効果的なものであり、期限を待つことなく延長・恒久化を図るべき。
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Ⅴ．（３）企業を巻き込む制度的な仕組み

（３）国（労働局）と地方の相互連携

平成２０年法律第８５号による次世代法の一部改正により、法第４条に国と地方の
相互連携が明示されている。

⇒特に中小企業に対する働きかけや（インセンティブの強化に加えた）「くるみん」の
普及については、国が積極的に地方と連携した取組を推進することが重要。

（参考）三重県では、平成１９年度～平成２３年度に、企業の次世代育成支援対策に関する啓
発と一般事業主行動計画の策定・届出に向けた環境整備事業（社会保険労務士の派遣）を
実施（当初は、３００人以下の企業を対象。平成21年度からは、三重労働局において１００人
以上３００人以下の企業を対象に同種事業が実施されたため１００人以下の企業を対象。）

②延長・強化に当たっての視点

（４）行動計画策定指針（平成２１年３月２３日国公委・文科・厚労・農水・経産・国交・
環告示１号）の見直し

行動計画策定指針は幅広い事項が盛り込まれているが、「結婚支援」や「ライフプラ
ン教育」に関することはほとんど盛り込まれていないため、これらを盛り込み、各主体
の計画的な取組を促してはどうか。

法第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念（次条及び第七条第一項において

「基本理念」という。）にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合
的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
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社会保障制度改革国民会議報告書（平成２５年８月６日）
第２部 Ⅰ少子化対策分野の改革 ２（４）ワーク・ライフ・バランス

「なお、育児休業取得に関しては、中小企業・非正規に加え、取得率の低い男性の取得促進
に注力すべきであり、企業の社会的責任も大きい。育児休業を取得しやすくするために、育児休
業期間中の経済的支援を強化することも含めた検討を進めるべきである。」

Ⅴ．（４）育児休業の取得促進

育児休業中の経済的支援の強化

○ 育児休業給付の給付率の引上げは、育児休業の取得促進に寄与。

○ 育児休業中の給付の充実によって、男女の育児休業取得を通じた育児と仕事の
両立についての希望を叶えるとともに、男性の育児休業の取得を通じた育児参加
を促進することは少子化対策として効果が高い。

３４

育児休業給付の給付率の改善
○ 平成７年～ 給付率２５％

（休業中２０％、復帰後５％）
○ 平成１３年１月～ ４０％（３０％、１０％）
○ 平成１９年１０月～ ５０％（３０％、２０％）
○ 平成２２年４月～ ５０％（全額休業中）

育児休業給付受給者数（初回受給者）
平成 ７年度 ５９，７２０人

平成１５年度 １０３，４７８人
平成２０年度 １６６，６６１人
平成２４年度 ２３７，３８３人

増加

少子化対策の観点から、労使合意を得て、是非とも実現を！
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