
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2-1-20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
2-1-21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利用のための周知
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掛けている。

２ 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の整備

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、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することとした「乗合バ
スにおける二人乗りベビーカーの利用につい
て」を2020年３月に取りまとめた。

	第2-1-20図	 マタニティマーク

資料：厚生労働省資料

	第2-1-21図	 ベビーカーマーク

資料：国土交通省資料
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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ている。
こうした中、2020年通常国会（第201回国
会）において、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ための「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」（令和２年法律第28号）
が成立し、2021年４月に全面施行した。
また、バリアフリー法に基づく「移動等円
滑化の促進に関する基本方針」（令和２年国
家公安委員会、総務省、文部科学省、国土交
通省告示第１号）に係るバリアフリー整備目
標について、障害当事者団体や有識者の参画
する検討会において議論を重ね、ハード・ソ
フト両面でのバリアフリー化をより一層推進
する観点から、各施設等について地方部を含
めたバリアフリー化の一層の推進、聴覚障害
及び知的障害・精神障害・発達障害に係るバ
リアフリーの進捗状況の見える化、「心のバ
リアフリー」の推進等を図るとともに、新型
コロナウイルス感染症による影響への対応等
も考慮して、2020年11月に最終とりまとめ
を公表し、基本方針を改正して５年間の新し
いバリアフリー整備目標を2021年４月に施
行した。
加えて、「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」に
おいても、バリアフリー化等の推進を目標の
一つとして掲げている。
また、市町村が作成する移動等円滑化促進
方針及び基本構想に基づき、移動等円滑化促
進地区及び重点整備地区において面的かつ一
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。
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。2019年度までに6,174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。

１　2021年に開催が延期となった。
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・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ころ、これらの
ハード対策に加え、バリアフリー化された旅
客施設や車両等を使用した役務の提供の方法
に関するソフト基準の遵守を新たに義務付け
るなど、「心のバリアフリー」の観点からの
ソフト対策を強化することとしている。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
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
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事故件数は半数以下に減少しているが、自転
車対歩行者の事故件数は横ばいで推移してい
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、「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、
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。

３ 結婚、妊娠・出産、子供・子育て
に関する効果的な情報発信

「子供と家族・若者応援団表彰」等の実施
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
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。2020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８団体１企
業を、「子育て・家族支援部門」で３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、２名４団体の優良な活
動について紹介した１。（第2-1-22図）

	第2-1-22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

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ
香川県高松市／香川県推薦

子供と家族・若者応援団表彰【子育て・家族支援部門】

選考委員のコメント

受賞の言葉

コロナ無料昼食支援(弁当)
ゆうゆう給食堂の様子

子育てしやすい地域づくりのために、子供食堂、高齢者支援や地

域子育て支援拠点事業等を行っている団体です。

平成30年4月より毎月1度夕方に開催をしている多世代型の子供食

堂「ゆうゆう食堂」を開設・運営してきましたが、令和2年度から

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に合わせて「ゆうゆう給

食堂」という学校休校時における無料昼食支援の場を設け、提供方

法をお弁当の配布や支援品の配布に変更しながら、行っています。

地域子育て支援拠点事業では、子育て中の家族と地域の高齢者が

交流することで、地域の一体感や多世代間交流が図られています。

多様な子育て支援事業に積極的に取り組むと共に、高齢者の居場所

づくりにも着手しており、多世代が子育て支援に自然と関わる仕組み

は、各世代にとっても有意義な機会を創出しています。各世代の視点

を十分に考えた企画内容も工夫されています。

また、「ゆうゆう給食堂」のように、社会の課題に対し身近な地域

でいち早く取り組む姿勢、その原動力となる理念など、他のモデルと

もなるものであり、大変高く評価しました。

この度は内閣総理大臣表彰をいただき本当にありがとうございまし

た。受賞の報告を聞き、地域を中心に日々の活動が評価をされた事を

今まで関わってくださった多くの方々に喜んでいただけました。

コロナ禍においての子供食堂の活動では、今後の運営で感染症対策

を考える上で経験値を日々積み上げています。苦しい時も支え合って

前へ進もうとする気質はどのような環境になっても変わりません。子

供を中心とした地域共生社会を０〜100歳以上まで生き生きと暮らせる

様に今後も邁進いたします。小さなチャレンジから大きなイノベー

ションを巻き起こせる様に日々精進していく所存です。

表彰式の様子

子育て世代と高齢者のお花見

餅つきの様子

http://yuuyuu.ciao.jp/
代表者名：田中 博子 活動開始：平成21年4月 団体構成員数：50名

～内閣総理大臣表彰～

資料：内閣府資料

１　https://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/katudou/r02/index.html
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子供目線のものづくりの推進（キッズデザイ
ンの推進）
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会
と連携し、子供や子供を産み育てやすい生活
環境の実現を目指すデザインである「キッズ
デザイン」の普及・推進に取り組んでいる。
キッズデザイン協議会は、2007年に、子
供や子供の産み育てに配慮したすべての製
品・サービス・空間・活動・研究を対象とす
る表彰制度「キッズデザイン賞」を創設し
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2-1-23図）

キッズデザイン賞では、経済産業大臣賞、
少子化対策担当大臣賞、消費者担当大臣賞の
表彰に加え、2013年の第７回から内閣総理
大臣賞、2015年の第９回から男女共同参画
担当大臣賞を表彰しており、政府を挙げて
キッズデザインを推進している。
2020年の「第14回キッズデザイン賞」で
は、企業や地方公共団体等から合わせて390
点の応募があり、そのうち237点が受賞して
いる。また、受賞作品のうち、「子育てに
ちょうどいいミシン」（個人・家庭部門）及
び「まちのもり本町田」（地域・社会部門）
が少子化対策担当大臣賞を受賞している。
（第2-1-24図）

少子化に関する調査研究等
少子化に関する調査研究については、2020
年度に「少子化社会に関する国際意識調査」
及び「地方自治体における少子化対策の取組
状況に関する調査」を実施した。「少子化社
会に関する国際意識調査」では、結婚・子育
て等に関する我が国及び諸外国の国民意識を
調査し、比較分析を行うことで、我が国の特
徴を明らかにした。「地方自治体における少
子化対策の取組状況に関する調査」では、少
子化対策の取組状況とこれに伴う地域の実
情・課題を把握した。

	第2-1-23図	 キッズデザインマーク

資料：経済産業省資料

「子育て・家族支援部門」受賞者
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第４節　結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる
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第
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章



	第2-1-24図	2020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」

子育てにちょうどいいミシン
（受賞団体名：株式会社アックスヤマザキ）

出産前から⼊園⼊学準備まで子育てのシーンでミシンを使ってお子様のために手作りして頂

けるように、“これぐらいならちょっとやってみよう”と思えるようなミシンを開発。
スマホで作り方＆使い方動画を見ながらできるので初心者にも簡単！
スマホ台は使わないときは針ガードにもなり、お子様がいても安心。

■審査委員会の評価ポイント
新型コロナ禍での手作りマスク需要もある中で、小型でシンプルな機能とリーズナブルな価

格は初心者でも購入しやすく、ミシンでの手作りというハードルを下げてくれる。
子育て層へ特化した本製品は、安全針カバーで子どものいたずら対策も実施している。また、

子どもに向けたミシンでの手作り文化の再興につながることも期待できる。

子育て世帯の声を聴くと、
・「ミシンは難しい」、
「子どもが針を触るので心
配」、「出し入れが面倒で
置いておくところがない」、
などネガティブな意見が多
くありハードルが高い。
・ただ、「一生に一回の事
なので子どものために作っ
てあげたい気持ちはある」
という声が非常に多い。

少子化対策担当大臣賞（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１４回キッズデザイン賞

まちのもり本町田
（受賞団体名：株式会社コプラス、特定⾮営利活動法⼈コレクティブハウジング社、

相互住宅株式会社、株式会社アルコデザインスタジオ）

築27年の企業社宅をリノベーションし、コモン付賃貸住宅とコレクティブハウス、暮らし
⽅の異なる２つの住まいを一つにすることで、多世代型のコミュニティのある共同住宅を⽬指
した。
「まちのもり」には、様々な住まい⼿の暮らしが「森」の木々のように重なり合い、互いを

⾒「守」る豊かなコミュニティが育まれる、というイメージを込めている。

■審査委員会の評価ポイント
子育て家族にとって新たな家族構成、地域構成、コミュニティづくりのビジネスモデルであ

る。中庭を囲み共用スペースを豊かにもつ住まいは、豊かなコミュニケーションを育むだろう。
コミュニティの希薄化や地域ぐるみでの子育てへの関与の減少といった社会的背景を鑑み、生
活者同士が子育てに関与する仕組みを集合住宅のモデルからアプローチした斬新な試みである。

・コモン付き賃貸とは、共
用スペースをシェアしなが
ら利用できる賃貸住宅。
・コレクティブハウスとは、
住民が暮らしを共同運営す
る賃貸住宅。2つの暮らし
方が一つの建物に存在する
ことで、個々の人が望む距
離感で多様なつながりをつ
くり、 それぞれの感性を大
切に暮らせる共同住宅と
なっている。

少子化対策担当大臣賞（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１４回キッズデザイン賞

資料：内閣府資料
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