
第２節	 社会全体で行動することによる少子化対策の推進

１ 結婚、妊娠、子供・子育て
に温かい社会づくり

（マタニティマーク、ベビーカー
マークの普及啓発）
マタニティマークの普及啓発
マタニティマークは、妊産婦に対する気遣
いなど、妊産婦にやさしい環境づくりに関し
て広く国民の関心を喚起するために、21世
紀における母子保健分野での国民運動計画で
ある「健やか親子21」推進検討会において
募集し、2006年に発表された。普及啓発を
推進するため、ホームページなど様々な機会
を通して広く周知するとともに、交通機関、
職場や飲食店などに対し、取組への協力の依
頼を行っている。（第2-2-13図）
マタニティマークの普及に取り組む市区町
村も着実に増加しており、マタニティマーク
入り妊産婦個人用グッズを配付している市区
町村数は、2014年度には1,706か所（98.0％）
となっている。
また、マタニティマークの正しい意味の周

知啓発として、マタニティマークファクト
ブックを作成（2017年）し、メディアと連
携した啓発を実施した。

ベビーカーマークの普及啓発
ベビーカー使用者が安心して利用できる場
所や設備を明示するために、「公共交通機関
等におけるベビーカー利用に関する協議会」
で2014年にベビーカーマークを決定（第
2-2-14図）、駅や車両、各種建築物等のエレ
ベーターなどで、ベビーカーマークの掲出を
行い、ベビーカーの安全な使用のための周知
のほか、ベビーカー使用者やその周囲の人に
お互いに配慮してもらえるよう、キャンペー
ンなどにより継続的に働きかけている。

（好事例の顕彰と情報発信）
「子供と家族・若者応援団表彰」の実施
子供・若者を育成支援する活動及び子育て
と子育てを担う家族を支援する活動において
顕著な功績のあった企業、団体又は個人に対
し、「子供と家族・若者応援団表彰」を実施

	第2-2-13図	 マタニティマーク

資料：厚生労働省資料

	第2-2-14図	 ベビーカーマーク

資料：国土交通省資料
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している。また、子供や若者を育成支援する
優れた活動などを広く社会に紹介する「子供
と家族・若者応援団活動事例紹介事業」を実
施している。2019年度には、「子供と家族・
若者応援団表彰」では、内閣総理大臣表彰と
して３団体を、内閣府特命担当大臣表彰とし
て「子供・若者育成支援部門」で２名６団体
を、「子育て・家族支援部門」で４団体１企
業をそれぞれ表彰し、「子供と家族・若者応
援団活動事例紹介事業」（チャイルド・ユー
スサポート章）では、10団体の優良な活動
について紹介した１。（第2-2-15図）

子供目線のものづくりの推進（キッズデザイ
ンの推進）
子供の安全・安心と健やかな成長発達につ
ながる社会環境の創出を目指したデザインで
ある「キッズデザイン」の開発・普及を推進
している。2007年度に、キッズデザインに

優れた製品や取組等を表彰する「キッズデザ
イン賞」が創設され、特定非営利活動法人
キッズデザイン協議会において運営がなされ
ている。
第13回目に当たる2019年には、企業、地
方公共団体、研究機関などから合わせて437
点の応募があり、そのうち263点が受賞した。
受賞作品には「キッズデザインマーク」の使
用が認められる。（第2-2-16図）経済産業大
臣賞、少子化対策担当大臣賞、消費者担当大
臣賞に加えて、2013年の第７回より最優秀賞
として「内閣総理大臣賞」を創設した。また、
2015年の第９回に、男女共同参画担当大臣賞
を新設し、政府を挙げて推進している。
2019年度は、「子どもたちを産み育てやす

「子育て・家族支援部門」受賞者

１　https://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/support/r01/index.html
　　https://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/support/example/r01/index.html

	第2-2-15図	内閣総理大臣表彰【子育て・家族支援部門】受賞者の活動の概要

資料：内閣府資料

	第2-2-16図	 キッズデザインマーク

資料：経済産業省資料
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いデザイン部門」から少子化対策担当大臣賞
として「無添加グルテンフリー米粉食パンが
焼けるホームベーカリー」（個人・家庭部門）
及び「子育てタクシー」（地域・社会部門）
を表彰している。（第2-2-17図）

（妊娠中の方や子供連れに優しい施
設や外出しやすい環境整備）
駅や小売店等を活用した子供との外出を応援
するサービス等の提供、公共交通機関での子
供連れ家族への配慮などの環境整備
公共交通事業者等が行う子育てを応援する
取組事例を広く共有し、関係者のさらなる取
組の強化を図ることを目的として、2018年
11月から「子育てにやさしい移動に関する
協議会」を開催している。同協議会におい
て、二人乗りベビーカーについて、「乗合バ
スにおける２人乗りベビーカーの利用につい
て」を2020年３月に取りまとめ、一定の条
件のもとで折りたたまずに使用できるよう取
り扱うことを基本とした。
また、鉄道車両のベビーカー・車椅子優先
スペースについて、「公共交通移動等円滑化
基準」を2018年３月に改正し、４両編成以
上には１列車２か所以上に設置することを義
務付けするとともに、「バリアフリー整備ガ
イドライン」を2018年３月に改訂し、通勤
型列車においては、１車両１か所以上に設置
することを標準とした。さらに、鉄道駅など
の旅客施設におけるエレベーターについて、
利用の状況に応じた複数化・大型化を義務付
けするとともに、妊産婦、ベビーカー使用
者、高齢者、障害者等の「優先マーク」の掲
出を標準とした。

子育てバリアフリーの推進
・ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた
バリアフリー施策の推進
「どこでも、だれでも、自由に、使いやす

く」というユニバーサルデザインの考え方を
踏まえた、「高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律」（平成18年法律第
91号。以下「バリアフリー法」という。）に
基づき、施設等（旅客施設、車両等、道路、
路外駐車場、都市公園、建築物等）の新設等
の際の「移動等円滑化基準」への適合義務、
既存の施設等に対する適合努力義務を定める
とともに、「移動等円滑化の促進に関する基
本方針」（2006年国家公安委員会・総務省・
国土交通省告示第１号）において、2020年
度末までの整備目標を定めている。
「交通政策基本法」（平成25年法律第92号）
に基づく「交通政策基本計画」（2015年２月
13日閣議決定）においても、バリアフリー
をより一層身近なものにすることを目標の一
つとして掲げており、これを踏まえながらバ
リアフリー化の更なる推進を図っている。
また、市町村が作成する基本構想に基づき、
重点整備地区において重点的かつ一体的なバ
リアフリー化を推進するとともに、バリアフ
リー化の促進に関する国民の理解を深め協力
を求める「心のバリアフリー」を推進するた
め、高齢者、障害者等の介助体験や疑似体験
を行う「バリアフリー教室」等を開催してい
るほか、バリアフリー施策のスパイラルアッ
プ（段階的・継続的な発展）を図っている。
こうした中、2018年通常国会（第196回国
会）において「高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律の一部を改正する
法律」（平成30年法律第32号）が成立し、
2019年４月に全面施行を迎えた。改正法に
おいては、公共交通事業者等がハード・ソフ
ト面での計画の作成・取組状況の報告・公表
を行う制度や、市町村がバリアフリー方針を
定めるマスタープラン制度の創設等が規定さ
れている。
また、2020年２月には、2020年東京オリ
ンピック競技大会・東京パラリンピック競技
大会1のレガシーとしての共生社会の実現に

１　2021年に開催が延期となった。
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	第2-2-17図	2019年度少子化対策担当大臣賞	「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」

無添加グルテンフリー米粉食パンが焼ける
ホームベーカリー（応募団体名：タイガー魔法瓶株式会社）

特定原材料７品目をはじめ増粘剤や添加物を使わず、グルテンフリーの米粉食パンがふっく
ら焼けるメニューを搭載したＩＨホームベーカリー。
専用の米粉とご家庭にある材料を用意するだけで、手軽に焼きたて食パンが作れるほか、食
パンをアレンジしてサンドイッチ等も作成可能。
また、食パンだけではなく、ケーキや麺生地のグルテンフリーメニューも搭載。

■審査委員会の評価ポイント
近年、子供の食物アレルギーの発症率が高まっているという報告があり、学校給食や家庭内
でも問題になっている。
本製品は、家庭でグルテンフリー米粉パンをふっくらと焼けるよう配慮されたものであり、
家族みんなが同じものをおいしく食べる食卓の姿がイメージできる。

・食物アレルギーを引き起
こすアレルゲン食品として
小麦は鶏卵・牛乳に次いで
３番目。
・小麦アレルギーは乳幼児
から持っていることが多く、
パンを食べたくても食べら
れない子供も多い。
・「みんなと同じ見た目の
パンが食べたい」、「添加
物等がないパンを手作りし
たい」等のニーズに対応

少子化担当大臣賞（個人・家庭部門）受賞
【子どもたちを産み育てやすいデザイン部門】

第１３回キッズデザイン賞

子育てタクシー®
（応募団体名：一般社団法人 全国子育てタクシー協会）

「子育てタクシー®」とは、子育てタクシードライバー養成講座過程を修了したドライバー

が専門に乗務する、子どもや妊娠中の方にも優しいタクシー。
荷物が多くなりがちな乳幼児を連れた外出のサポートや、保育園、学童保育所及び学習塾な

どに保護者の代行としてのお迎え、陣痛時のスムーズな送迎など、子育て世代に優しいタク
シーサービス。

■審査委員会の評価ポイント
子育て時における移動手段の悩みは大きな問題の一つである。
助産師や小児救急に関する研修を受けたドライバーが対応。コース設定もきめ細かく、サー

ビスを受ける側にとっては安心感がある。
こうした取組が各移動手段、施設・空間でも当たり前になって欲しい。

・妊婦向け「こうのとり
コース」、子どもの送迎等
の「ひよこコース」、子連
れ外出の「かんがるーコー
ス」、夜間等救急時の「ふ
くろうコース」の４つの
サービスを用意。
・小さなタクシー会社だけ
では難しいサービスを協会
として用意し、地域へ広げ
ることを可能とした。

少子化担当大臣賞（地域・社会部門）受賞
【子どもたちを産み育てやすいデザイン部門】

第１３回キッズデザイン賞

「子育てタクシー®」サービスの概要

資料：内閣府資料
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向け、ハード対策に加え、移動等円滑化に係
る「心のバリアフリー」の観点からの施策の
充実などソフトの対策を強化する「高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律の一部を改正する法律案」を2020年通常
国会（第201回国会）に提出した。
今後も妊婦や子供連れ等誰もがスムーズに
移動でき、暮らしやすい街づくりを促進して
いくため、幅広い取組を実施していくことと
している。

・建築物におけるバリアフリー化の推進
不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て高齢者、障害者等が利用する建築物につい
て、一定規模以上の新築・増改築・用途変更
をしようとする際に建築主に基準への適合義
務を課すことにより、建築物のバリアフリー
化を推進している。なお、誘導基準に適合す
る建築計画については所管行政庁が認定をす
ることができ、これにより認定を受けた一定
の建築物について、助成制度等の支援措置を
講じることにより、整備の促進を図ってい
る。2018年度までに6,026件の建築物につい
て認定がなされている。
また、「高齢者、障害者等の円滑な移動等
に配慮した建築設計標準」により、乳幼児用
の椅子・ベッドを設けた便所や授乳・おむつ
替えのためのスペース等の乳幼児連れの利用
者に配慮した設計の考え方や優良な設計事例
等について、建築主や設計者等に周知するこ
とでバリアフリー化を促進している。

・公共交通機関のバリアフリー化の推進
公共交通事業者等に対して、旅客施設の新
設・大規模な改良及び車両等の新規導入の際
に移動等円滑化基準に適合させることを義務
付け、既存施設については同基準への適合努
力義務が課されているとともに、その職員に
対し、バリアフリー化を図るために必要な教
育訓練を行うよう努力義務を定めている。さ
らに、鉄道駅等旅客ターミナル、旅客船のバ
リアフリー化やノンステップバス、リフト付

きバス、福祉タクシーの導入等に対する支援
措置を実施している。
また、公共交通機関のバリアフリー化の一
環として、ベビーカーを使用しやすい環境づ
くりに努めている。

・都市公園及び河川空間等のバリアフリー化
の推進
公園管理者等に対して、園路及び広場、駐
車場、便所等の特定公園施設の新設、増設又
は改築を行う際に移動等円滑化基準に適合さ
せることを義務付ける等により、都市公園に
おけるより一層のバリアフリー化を推進して
いる。また、「社会資本整備総合交付金」等
により、妊婦、子供及び子供連れの人にも配
慮しつつ、全ての人々の健康運動や遊びの
場、休息、交流の場等となる都市公園の整備
を推進している。
また、水辺空間において、治水上及び河川
利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整
備により、良好な水辺空間の形成を推進して
いる。さらに、妊婦、子供及び子供連れの人
が日常生活の中で海辺に近づき、身近に自然
と触れ合えるようにするため、バリアフリー
に配慮した海岸保全施設の整備を行ってい
る。

・自然公園等のユニバーサルデザイン化の推
進
国立公園等においては、主要な利用施設で
あるビジターセンター、園路、公衆トイレ等
についてユニバーサルデザイン化を推進する
など、乳幼児連れ利用者等にも配慮した自然
とのふれあいの場を提供している。

道路交通環境の整備
妊婦、子供及び子供連れの人などが安全に
かつ安心して通行することができるよう、都
道府県公安委員会と道路管理者が連携して、
ビッグデータを活用した潜在的な危険箇所の
分析を踏まえた最高速度30キロメートル毎
時の区域規制や通行禁止等の交通規制及び信
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号機等の交通安全施設、歩道、路肩のカラー
舗装、ハンプや狭さくの整備等、ハード・ソ
フトの両面から必要な対策を推進し、生活道
路における速度抑制や通過交通の抑制・排除
を図るとともに、外周幹線道路の交通を円滑
化するための交差点改良やエリア進入部にお
けるハンプや狭さくの設置等によるエリア内
への通過車両の抑制対策を実施している。
また、2012年度に実施した通学路の緊急
合同点検の結果を踏まえ、学校、教育委員
会、道路管理者、警察等関係機関が連携し
て、通学路の交通安全対策を実施するととも
に、地域における定期的な合同点検の実施や
対策の改善・充実等による継続的な取組を支
援するなど、通学路における交通安全の確保
に向けた取組を推進している。加えて、子供
が犠牲となる事故等の発生を受け、2019年
６月18日、「昨今の事故情勢を踏まえた交通
安全対策に関する関係閣僚会議」において、
「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急
対策」が決定された。これを受けて、幼稚
園、保育所、認定こども園等のほか、その所
管機関や道路管理者、警察等が連携し、未就
学児を中心に子供が日常的に集団で移動する
経路の緊急安全点検を実施し、その結果を踏
まえ、必要な対策を推進している。
さらに、過去10年間で自転車が関係する
事故件数はおおむね半減しているが、自転車
対歩行者の事故件数は10年前（2010年）の
件数を上回っている状況である。国土交通省
と警察庁は、車道通行を基本とした安全な自
転車通行空間を早期に確保するため、「安全
で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
（2016年７月一部改定）の周知を図っている。
また、2018年６月８日に閣議決定した自転
車活用推進計画に基づき、自転車の交通ルー
ル遵守の効果的な啓発や、歩行者・自転車・
自動車の適切な分離等、安全で快適な自転車
利用環境の創出に向けた取組を推進してい
る。
このほか、バリアフリー法に基づき、都道
府県公安委員会では、音響式信号機、歩行者

感応信号機等のバリアフリー対応型信号機等
の整備を推進するとともに、道路管理者で
は、新設又は改築を行う際に道路移動等円滑
化基準に適合させなければならない特定道路
の指定を拡大し、駅、官公庁施設、病院等を
結ぶ道路や駅前広場等において、高齢者、障
害者、妊婦や子供連れを始めとする誰もが安
心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備
や、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱
化、エレベーター等の付いた立体横断施設の
設置等による歩行空間のバリアフリー化に努
めている。
また、全国の高速道路のサービスエリア及
び国が整備した「道の駅」において、2021
年度を目途に、24時間利用可能なベビーコー
ナーの設置、屋根付きの優先駐車スペースの
確保等を完了させるなど、高速道路のサービ
スエリアや「道の駅」における子育て応援の
取組を推進している。

（子供連れにお得なサービスの充実）
子育て支援パスポート事業の全国展開
地域ぐるみで子育てを応援しようとする社
会的機運の醸成のため、地方公共団体が主体
となり、企業や店舗の協賛を得ながら乳幼児
連れの外出支援や子育て家庭に対する各種割
引等のサービスを提供する「子育て支援パス
ポート事業」等の取組が行われている。
2016年４月に、41道府県で始まった全国
共通展開（サービスの相互利用）について
は、同年10月には５都府県が参加し、46都
道府県となり、2017年４月には全ての都道
府県が参加し、相互利用が可能となってい
る。
内閣府では、各都道府県のパスポートの図
柄が一目でわかるよう、リーフレット「子育
て支援パスポート事業全国共通展開自治体パ
スポート一覧」を作成し、各都道府県に配布
して周知するとともに、さらなる協賛企業・
店舗の拡大、サービス内容の充実等を図って
いる。（第2-2-18図）
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