
第2章

きめ細かな少子化対策の推進

1 妊娠・出産

（妊娠から子育てまでの切れ目のな
い支援体制の構築）
「子育て世代包括支援センター」の整備
2014（平成26）年度において、退院直後
の母子の心身のケアや育児サポート等を行う
産後ケア事業、妊産婦の相談支援を行う産
前・産後サポート事業など妊娠から子育て期
までの切れ目ない支援を行うための「妊娠・
出産包括支援モデル事業」を29市町村で実
施した。
2015（平成27）年度においては、妊娠期
から子育て期にわたるまでの様々なニーズに
対する総合的相談支援を提供する子育て世代

包括支援センターの整備を行うとともに、地
域の実情に応じて、「産後ケア事業」や「産
前・産後サポート事業」を実施するなど、妊
娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のな
い支援を提供する体制の構築に向けた取組を
推進した。
2016（平成28）年度においては、「児童福
祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法
律第63号）により子育て世代包括支援セン
ターを「母子保健法」（昭和40年法律第141
号）に位置づけるとともに、2016年8月に、
子育て世代包括支援センターの業務ガイドラ
インを策定した。子育て世代包括支援セン
ターの実施箇所数は、2017（平成29）年4月
1日時点で1,106か所（525市町村）となって
いる。（第2-2-1図）
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2 子育て

（子育ての経済的負担の緩和・教育
費負担の軽減）
児童手当の支給
子育て世帯に対する現金給付については、
2012（平成24）年3月に改正された「児童手
当法」（昭和46年法律第73号）により、同年
4月から以下の内容による児童手当が支給さ
れている。
○支給対象
中学校修了まで（15歳に達した日以後最初
の3月31日まで）の児童を養育している方
○支給額（児童1人当たりの月額）
・所得制限未満の場合
3歳未満　一律15,000円
3歳以上小学校修了前　10,000円（第3子

以降は15,000円）
中学生　一律10,000円
・所得制限以上の場合
一律5,000円（当分の間の特例給付）
○所得制限
960万円未満（収入ベース）
※夫婦と児童2人の場合
※所得制限は、2012年6月分から適用
○給付総額
約2兆1,694億円（2018（平成30）年度当
初予算ベース）

幼児教育の無償化の段階的実施
幼稚園については、幼稚園に通う園児の保
護者に対する経済的負担の軽減や、公私立幼
稚園間における保護者負担の格差の是正を図
ることを目的として、入園料や保育料を減免
する「就園奨励事業」を実施している地方公
共団体に対して、文部科学省がその所要経費
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の一部を補助している。また、「子ども・子
育て支援新制度」における認定こども園、幼
稚園、保育所等については、公定価格から保
育料を差し引いた額を給付している。2015
（平成27）年度は、低所得世帯の保護者負担
の軽減を図るため、市町村民税非課税世帯の
幼稚園の保育料を月額9,100円から3,000円に
引き下げた上、市町村に対する補助を拡充し
た。2016（平成28）年度は、多子世帯の負
担軽減策として幼稚園、保育所等の保育料に
ついて、これまで兄姉の年齢が一定範囲にあ
る場合に第2子を半額、第3子以降を無償と
する支援を行っていたところ、世帯収入が一
定額以下の場合について、兄姉の年齢にかか
わらず〈1〉ひとり親世帯等は、第1子が半
額、第2子以降は無償、〈2〉〈1〉以外の世帯
は、第2子は半額、第3子以降は無償となる
よう制度の拡大を行っている。さらに、2017
（平成29）年度からは、〈1〉市町村民税非課
税世帯の第2子の完全無償化に加え、〈2〉世
帯収入が一定額以下の場合について、ひとり
親世帯等の負担軽減措置の拡充等を行ってい
る。2018（平成30）年度については、世帯
収入が一定額（年収約270万円～約360万円）
の場合について、幼稚園等に通う教育認定を受
けた子供の負担軽減措置の拡充を行っている。
さらに、2017年12月に閣議決定した、「新
しい経済政策パッケージ」に基づき、広く国
民が利用している3～5歳児の幼稚園・保育
所・認定こども園の費用については全面無償
化し、0～2歳児についても、待機児童の解
消を進めるとともに、所得の低い世帯につい
て無償化することとしている。

高校生等への修学支援
全ての意志ある高校生等が安心して教育を
受けることができるよう、授業料に充てるた
めの「高等学校等就学支援金」を支給し、家
庭の教育費負担軽減を支援している。就学支
援金制度については、低所得世帯の生徒への
支援や公私間の教育費格差の是正に充てる財
源を捻出するため、2014（平成26）年度に、

受給資格要件として、所得制限（保護者等の
市町村民税所得割額が30万4,200円未満（年
収910万円程度））を設ける制度に改正した。
受給資格要件を満たす者には、年額11万
8,800円を就学支援金として支給し、私立高
校等に通う生徒には、世帯所得に応じて就学
支援金を最大2.5倍した額を上限として支給
している。また、低所得世帯の授業料以外の
教育費負担を軽減するため、2014年度に創
設した「高校生等奨学給付金制度」について
は、制度創設以降、毎年第1子の給付額を増
額するなど、その充実に努めている。加え
て、「離島高校生修学支援事業」において、
高校未設置の離島の高校生に対する補助を実
施している。

高等教育段階における教育費負担軽減策の充
実等
意欲と能力のある学生等が、経済的理由に
より進学等を断念することがないよう、安心
して学ぶことができる環境を整備することは
重要である。このため、日本学生支援機構が
実施する大学等奨学金事業について、充実に
努めているところである。（第2-2-2図）
2017（平成29）年度予算においては、我
が国で初めてとなる給付型奨学金を創設し、
特に経済的に厳しい状況にある学生等を対象
に、一部先行実施したところである。給付型
奨学金は、2018（平成30）年度から本格実
施となり、住民税非課税世帯を対象に、1学
年あたり2万人に給付を行うこととしている。
また、無利子奨学金を大幅に拡充し、貸与基
準を満たす希望者全員への貸与を実現すると
ともに、低所得世帯の子供たちに係る成績基
準を実質的に撤廃し、必要とする全ての子供
たちへの貸与を実現している。さらに、奨学
金の返還の負担を軽減するため、返還月額が
卒業後の所得に連動する、「所得連動返還型
奨学金制度」を2017年度進学者から適用し
た。（第2-2-3図）
国公立大学においては、全大学で授業料免
除制度を整備しており、経済的理由などによ
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 第2-2-2図 奨学金の貸与人員及び奨学金事業費の推移
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2．2005（平成17）年度入学者から都道府県に移管している高等学校等奨学金事業については本表
から除いている。

3．貸与人員の計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

20
17
年度

20
16
年度

20
15
年度

20
14
年度

20
13
年度

20
12
年度

20
11
年度

20
10
年度

20
09
年度

20
08
年度

20
07
年度

20
06
年度

20
05
年度

20
04
年度

20
03
年度

20
02
年度

20
01
年度

20
00
年度

19
99
年度

19
98
年度

②事業費の推移

2,005 2,121 2,198 2,286 2,214 2,385 2,504 2,540 2,531 2,489 2,5022,501 2,549 2,597 2,767 2,912 3,068 3,173 3,258
3,528

650
1,660 1,953

2,446 2,952
3,405

4,316 4,879
5,278 5,727

6,512 6,973
7,506 8,185

8,496
9,070 8,677 7,966 7,686 7,238

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
億円

10,76610,94411,139
11,74511,982

11,263
10,781

10,055
9,475

9,013
8,2157,8107,419

6,820
5,790

5,167
4,732

4,1513,781

2,655

無利子奨学金
有利子奨学金

資料：文部科学省資料
注：1．数値は当初予算ベースによる。

2．2005（平成17）年度入学者から都道府県に移管している高等学校等奨学金事業については本表
から除いている。

3．事業費の計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

90



り、授業料の納付が困難である者などを対象
に、修学継続を可能にし、教育を受ける機会
を確保している。また、私立学校においても

経済的に修学困難な学生等への授業料減免等
の充実を図っている。

（多様な主体による子や孫育てに係
る支援）
祖父母等による支援
2015（平成27）年11月26日に一億総活躍
国民会議において取りまとめられた「一億総
活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対
策－成長と分配との好循環に向けて－」にお
いて、「家族の支え合いにより子育てしやす
い環境を整備するため、三世代同居・近居の
環境を整備する。」とされ、三世代同居など
複数世帯の同居に対応した住宅の整備及びリ
フォーム工事への補助、リフォーム工事を

行った場合の所得税の税額控除の取組を行っ
ている。
UR賃貸住宅においては、一定の要件を満
たす子育て世帯等や子育て世帯等との近居を
希望する支援世帯に対して、新築賃貸住宅の
募集（抽選）時における当選倍率の優遇や、
既存賃貸住宅の募集（先着順）時において、
子育て世帯等と支援する親族の世帯がUR賃
貸住宅に近居（概ね半径2km以内、または
ニュータウンなどの地域では一方の住宅が
UR賃貸住宅以外でも可）する場合、新たに
入居する世帯の家賃を5年間5％割引する取
組を行っている。

  

資料：文部科学省資料

91

第1節　結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた支援

参　

考

第
１
章

第
２
章

第
２
章

第
１
章



（子育てしやすい住宅の整備）
良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進
子育て世帯等を対象とする公的賃貸住宅の
的確な供給や民間賃貸住宅への円滑な入居の
支援等の各種施策を一体的に推進し、良質な
ファミリー向け賃貸住宅の供給を促進してい
る。
地域優良賃貸住宅制度では、賃貸住宅の整
備等に要する費用や家賃の低廉化に要する費
用に対し、地方公共団体が助成を行う場合、
国も支援を行っている（2015（平成27）年
度末時点管理実績：約15万戸）。都市再生機
構の民間供給支援型賃貸住宅制度では、機構
が整備した敷地を民間事業者に定期借地し、
民間事業者による良質なファミリー向け賃貸
住宅等の建設・供給を支援している（2017
（平成29）年度末現在で約1万800戸）。
その他、高齢者等が所有する戸建て住宅等
を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃
貸することを円滑化することへの支援や、子
育て世帯等の入居を受け入れることとしてい
る民間賃貸住宅の情報提供等の居住支援を
行っている。さらに、「住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の
一部を改正する法律」（2017年4月26日公布、
同年10月25日施行））により、民間賃貸住宅
や空き家を活用した住宅確保要配慮者の入居
を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とす
る「新たな住宅セーフティネット制度」が創
設され、2018（平成30）年度当初予算にお
いても引き続き、住宅の改修や入居者負担の
軽減等の支援を実施していく。

（小児医療の充実）
小児医療の充実
小児医療については、今後の我が国の社会
を担う若い生命を守り育て、また、保護者の
育児面における安心の確保を図る観点から、
休日・夜間を含め、小児救急患者の受入れが
できる体制の整備が重要となっている。
特に小児救急医療については、小児初期救
急センター、小児救急医療拠点病院、小児救
命救急センターの整備等を支援している。
また、休日・夜間における小児の急病時の
保護者等の不安解消等のため、小児の保護者
等に対し小児科医等が電話で助言等を行う
「♯8000事業」の整備を進めている。2004
（平成16）年度より開始され、2010（平成
22）年度からは全都道府県で事業展開されて
いる。（第2-2-4図）さらに、小児医療につ
いては、近年の累次の診療報酬改定において
重点的な評価が行われているところであり、
2018（平成30）年度診療報酬改定において
も、小児に対するかかりつけ医機能を評価し
た小児かかりつけ診療料について、一層の普
及を図る観点から、夜間・休日の電話等によ
る問い合わせに係る要件を見直すとともに、
医療的ケアが必要な児に対する訪問看護につ
いて、対応を充実する観点から、喀痰吸引等
を行う介護職員等との連携や学校への情報提
供の評価、長時間の訪問看護の評価の充実を
行ったところである。
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