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子ども・思春期 結婚 妊娠・出産 子育て

・思春期保健指導セミナー、
思春期ピアサポーター養成の
実施

・南部地域の各市町に
おける出逢いや結婚を
応援する取組の支援

・ライフプラン教育総合推進事業
・ 思春期ライフプラン教育事業
・ 思春期ライフプラン教育啓発事業

・みえの出逢い支援事業

・少子化対策市町創意工夫

支援交付金（再掲）

・低年齢児保育充実事業補助
・病児・病後児保育施設整備事業補助
・保育士・保育所支援センター事業
・子ども・子育て支援事業支援計画等策定事業
・発達障がい児への支援事業
・CLM小学校低学年版研修モデル事業
・ひとり親家庭学習支援ボランティア事業
・子育て医師等復帰支援事業/・看護職員確保対策事業
・小児夜間医療・健康電話相談事業
・男性の育児参画推進事業/・男性の育児参画普及啓発事業

・仕事と家庭が両立できる職場づくり支援事業（地域人づくり事業）

・子育て女性の再チャレンジ促進事業（地域人づくり事業）

・就職を勝ち取る若者人材育成事業（地域人づくり事業）

・少子化対策県民運動等推進事業(再掲)

・地域活性化プラン推進事業（次世代育成を図る農村コミュニティ
活動創出事業）
・若者が安心して農業参入できる環境づくり推進事業
・新規漁業就業者定着支援事業
・マタニティ・ハラスメントのない職場づくり事業

・児童虐待法的対応推進事業（法的対応力強化事業）
・若年層における児童虐待予防事業
・家庭的養護推進計画策定事業
・児童家庭支援センター運営支援事業

・少子化対策市町創意工夫支援交付金 ・少子化対策総合ウェブサイト構築事業
・少子化対策連携事業 ・みえの少子化対策を考えるフューチャーセンター事業
・少子化対策県民運動等推進事業 ・地域少子化対策市町強化交付金

小学生からの発達段階に応じた
ライフプラン教育

出逢い・結婚支援 安心して出産できる環
境づくり

子どもを守る取組

働き方の改善（就労支援や就労環境の改善）

少子化対策に関する市町支援、機運醸成、他県連携等の実施

安心して子育てできる環境づくり

子ども・思春期からの教育
の実施

出逢い・結婚支援 安心して出産できる環
境づくり
・周産期医療の充実
・不妊症等の相談・治療
支援の実施/・妊娠レス
キューダイヤルの設置
・出産前後からの親子支援

・外国人住民に対する生活支援

働き方の改善（就労支援や就労環境の改善）
・ハローワーク等の関係機関
との連携による就労支援

・女性の就労支援/・事業主としての県庁の取組/表彰制度等による民間企業へのワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

・児童虐待の防止推進、社会的養護体制の充実/・歯科の視
点からの児童虐待防止と子育て支援 （ＭＩＥＳによる取組）

・保育基盤の整備促進、潜在保育士等の就業支援
・延長保育等の支援、家庭的保育の支援、ひとり親家庭学
習支援/・放課後児童対策の支援
・三重県こども心身発達医療センター（仮称）の整備
・発達障がい児支援（市町の一元化窓口機能の設置支援及
び人材育成支援/発達チェックリスト（CLM）の普及）

子どもを守る取組

安心して子育てできる環境づくり

・子ども医療費補助

新規・拡充・見直し等の事業

・ＮＩＣＵ等長期入院児在宅

移行支援事業

・少子化対策周産期医療支

援事業

・不妊相談・治療支援事業

・産後ケア事業

・母子保健支援者育成事業

(参考）平成２６年度の三重県の少子化対策関連事業について

H26当初+Ｈ25.2月補正予算 合計 8,732,415千円
少子化対策予算総額

政策的経費伸率：88.2％増！

その他の主な取組（継続事業）

１



事業一覧 （単位：千円）

項目 事業名 事業費
うち交付金申
請額

1
結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を
行うための仕組みの構築

少子化対策県民運動等推進事業 5,670 5,670 

みえの少子化対策を考えるフューチャー
センター事業

3,000 3,000 

2 結婚に向けた情報提供等
みえの出逢い支援事業（コーディネートス
キル研修、コミュニケーションワークショッ
プ経費等分）

9,043 4,176 

3 妊娠・出産に関する情報提供

思春期ライフプラン教育事業 932 0 

思春期ライフプラン教育啓発事業 5,849 5,849 
マタニティ・ハラスメントのない職場づくり
事業

1,906 1,588 

4
結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくり
に向けた環境整備

母子保健支援者育成事業 4,848 4,848 

健やか親子支援事業（周産期からの支援
ネットワーク事業）

224 224 

男性の育児参画推進事業 1,718 0 
男性の育児参画普及啓発事業 5,425 5,425 

少子化対策総合ウェブサイト構築事業 8,426 8,426 
合計 47,041 39,206 

地域少子化対策強化計画交付金 交付概要(三重県分)

「みえの育児男子プロジェクト」
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父親の育児参画についての考え方（みえ県民意識調査）

n=5,224     第３回みえ県民意識調査（平成26年1月～2月実施）集計（速報値）

多くの県民が父親の育児参画に肯定的。

男女ともに 「父親は時間の許す範囲で育児をすればよい」の割合が高いが、

若い世代では「父親も母親と育児を分担して、積極的に参加すべき」が高い。
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■「社会を生き抜く力」重視の
母親が９割！

■「社会を生き抜く力」を身につけさせる教育に"自信が持てない"母親が６割以上！

就学目前＆小学校低学年の子を持つ母親の「教育」に関する調査（2013年1月実施）
【調査実施会社：株式会社シタシオンジャパン】
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今、「社会を生き抜く力」を持つ人材が求められている。

海や川で貝を採ったり、魚を釣ったりしたこと

〇親目線ではなく、子どもにとっ
て大切なことを考えて育てる。

外（地域）に出て子どもを育てる力
を発揮する。

父親など男性が「子どもの生き抜く力
を育てる」推進役を担ってほしい。

家族の形態は様々であり、
それぞれの家族に応じた父親の姿が
あるべき。
家族・夫婦で話し合い、理解したうえで
子育てを進めることが大切。

※「みえの育児男子」とは、いわゆる「イクメン」に加えて、「子育てに積極的に参画しようという
意識が高く、家族や夫婦での話合い・理解の結果、様々な事情により家事や育児に関わる時
間が少なくても、一定の役割を果たしている男性」を含めた総称としている。

子どもの将来を見据えた育児
を大切にする。

〇子どもは色々な大人に触れて社会性
や職業観が育つ。度量が広がる。

「みえの育児男子」プロジェクト

夜空いっぱいに輝く星をゆっくりみたこと

なんでも最後までやり遂げたい

大人の自分子どもの頃

「子どもの頃、自然体験が豊富な人ほど、大人になって『最後までやり遂げたい』という意思が強く、
『もっと深く学びたい』といった意欲も強い。」 （独立行政法人国立青少年振興機構調査）

強い相関関係！

男性の出番!!

もっと深く学んでみたいことがある
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「みえの育児男子」プロジェクト

みえの育児男子の募集
・知事からの呼びかけ、地域の活動団体で活躍している方、企業における育休取得者、一般
公募により男性の育児参画に積極的に取り組んでいる方を募集する。

育児男子選考（育児男子の基準づくりを含む）
・子育てサークルの母親等が選考

ファザー・オブ・ザ・イヤーｉｎみえ（表彰制度）
※「生き抜く力を育てる育児男子」などを表彰し、三重県の育児男子の

あり方を情報発信。

「生き抜く力」部門

「親子で遊び」部門

〇育児男子同士のネットワーク (みえの育児男子倶楽部(仮称））設置
※育児男子アドバイザーと連携して推進

平成22年度から「子育てマイスター」の養成講座を開始。
修了者は「父親の子育て相談員（よかパパ相談員）」等で活躍中!

◆四日市市「父親の子育てマイスター制度」

「イクメン」部門
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「みえの育児男子」プロジェクト

(1)新聞等を利用した情報発信や機運の醸成
新聞での知事のインタビュー記事などを通して、イクメンだけに限らない様々な育児

男子のあり方に関する情報発信を図る。また、地方のミニコミ誌、ラジオ等など様々な
広報媒体を活用して、機運の醸成を図る。

(２)男性の育児参画啓発冊子の作成
育児男子の実例などを交えた啓発冊子を作成し、市町等を通じ、県民に配布。

新聞・ラジオ 等

啓発冊子【みえの育児男子手帳】

イクメンだけに限らない
様々な育児男子のあり方

県
民

様々なご意見
をいただく

様々な広報媒体
による相乗効果
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