
３ 新型コロナウイルス感染症を踏
まえた少子化対策の主な取組

新型コロナウイルス感染症の影響下にある
中で、多くの方が日常や将来に不安を感じて
いる。新型コロナウイルス感染症が結婚・子
育て世代に与える影響を注視し、不安に寄り
添いながら、安心して結婚、妊娠・出産、子
育てができる環境整備に引き続き取り組むこ
とが必要である。

政府では、これまでも、新型コロナウイル
ス感染症を踏まえた対応として、「新型コロ
ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」１

や「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」２、「国民の命と暮らしを守る安心と希望
のための総合経済対策」３などに基づき、妊
産婦に対する感染対策の徹底や妊娠中の女性
労働者に配慮した休みやすい環境整備、電話
やオンラインを活用した妊産婦や乳幼児に対
する相談支援や保健指導、保育所等の臨時休
園等に伴う保育料の減免に係る財政支援、学
校の臨時休業等に対応するための環境整備４、
子育て世帯やひとり親世帯への臨時特別給付
金の支給、子供の見守り体制の強化、テレ
ワークの強力な推進等に取り組んできた５。

以下では、新型コロナウイルス感染症を踏
まえ、2021年度補正予算及び2022年度予算
で措置した少子化対策の主な取組を、ライフ
ステージごとに紹介する。

（１）結婚
○地方公共団体による総合的な結婚支援の取

組に対する支援

・地域少子化対策重点推進交付金により、地
方公共団体が取り組む結婚支援、結婚・子
育てに温かい社会づくり・機運醸成の取組
を支援している。

・2022年度は、地方公共団体が行う結婚新
生活支援事業（家賃や引越費用など、結婚
に伴う新生活のスタートアップに係るコス
トを補助する事業）について、新居のリ
フォームに係る費用を補助対象経費に追加
する等、支援内容を充実するとともに、
AI活用を始めとするマッチングシステム
の高度化やアプリ・SNS活用による子育て
支援情報の「見える化」等を重点的に支援
する（補助率を２分の１から３分の２にか
さ上げ）。また、オンラインによる結婚支
援・子育て相談など、コロナ禍での新たな
取組を推進する。

○新規学卒者等への就職支援
・新型コロナウイルス感染症の影響により特

定の業種における採用抑制等があったこと
を一因として、2021年３月新卒者の就職
率は前年度から大幅に低下している。

　2022年３月新卒者の就職内定率は前年度
よりやや改善傾向にはあるものの、現下の
状況に不安を抱える学生等が少なくないこ
とから、引き続き、新卒応援ハローワーク
等における就職支援ナビゲーターによる個
別支援等、就職に向けたきめ細かな支援を
実施する。また、卒業・修了後少なくとも
３年以内の既卒者が新卒者の採用枠に応募
できるよう改めて周知徹底などの取組を進
める。

１　2020年３月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。基本的対処方針は、感染状況等を考慮した上で、累次の変
更が行われている。

２　2020年４月20日閣議決定
３　2020年12月８日閣議決定
４　放課後児童クラブ及びファミリー・サポート・センター事業における学校の臨時休業等に伴う対応に対する財政支援、新

型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の支給、小学校等の臨時休業等に伴う企業主導型ベビー
シッター利用者支援事業の特例措置の実施、特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援等事業の実
施など。

５　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯等を支援し、安心して妊娠・出産・子育てができる環境を整備
するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、子育て世帯等に対する給付金の支給の横出し、
オンラインを活用した妊産婦に対する情報提供などに取り組んだ地方公共団体もある。
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（２）妊娠・出産
○妊産婦・乳幼児への総合的な支援
・新型コロナウイルス感染症の流行が続く中

で、妊産婦の方々は、自身のみならず胎
児・新生児の健康への不安に加え、予定し
ていた里帰り出産や立ち会い出産が困難と
なったり、対面での保健指導を受けにくい
状況になったりするなど、妊娠・出産や産
後の育児等に不安を抱えて日々を過ごして
いる。

　このため、不安を抱える妊産婦に対する電
話・訪問による支援や、分娩前の新型コロ
ナウイルス感染症検査費用の補助、電話や
オンラインによる相談支援・保健指導等の
実施、里帰り出産が困難な妊産婦に対する
民間の育児等支援サービス等の利用料補助
など、妊産婦に寄り添った支援を総合的に
実施する。あわせて、集団健康診査の受診
を控える傾向にある幼児健康診査につい
て、個別健康診査への切替えに対する支援
等を行う。

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健
康管理措置及び助成制度による有給休暇の
取得支援

・妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取
得して出産し、出産後も継続して活躍でき
る職場環境を整備するため、新型コロナウ
イルス感染症に関する母性健康管理措置と
して医師等の指導により休業が必要とされ
た妊娠中の労働者に関して、有給の休暇制
度を整備し、当該休暇を取得させた事業主
に対する助成を行う（新型コロナウイルス
感染症に関する母性健康管理措置及び助成
制度は2023年３月31日まで）。

（３）子育て
○非正規雇用労働者・子育て中の女性等の円

滑な就労に向けた支援
・新型コロナウイルス感染症の影響が長引く

中で、非正規雇用労働者や女性の雇用環境
を取り巻く厳しい状況が続いている。

　ハローワークにおける相談支援体制の強化
や、子育て中の女性等に対するマザーズハ
ローワーク等でのマッチング支援、紹介予
定派遣を活用した研修・就労支援事業、ト
ライアル雇用助成金の拡充、キャリアアッ
プ助成金の活用による正社員化促進などに
より、新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける求職者のニーズに応じた就職支援を
実施する。

○子育て世帯への臨時特別給付
・新型コロナウイルス感染症が長期化しその

影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯に
ついては、我が国の子供たちを力強く支援
し、その未来を拓く観点から、児童を養育
している者の年収が960万円以上の世帯を
除き、０歳から高校３年生までの子供たち
に１人当たり10万円相当の給付を行った。
児童手当の仕組みを活用することで2021
年内にほぼ全ての市町村において支給が開
始された。

○高校生等奨学給付金による支援
・新型コロナウイルス感染症の影響により生

活が困窮している世帯の高校生等の学びを
支えるため、高校生等奨学給付金につい
て、2020年度から、家計急変により住民
税非課税相当となった世帯についても支援
の対象とするとともに、2022年度予算に
おいては、ICT端末の持ち帰り等への対応
に伴う通信費相当額の増額など、その充実
に努めている。

○高等教育の修学支援
・高等教育の修学支援新制度及び日本学生支

援機構の貸与型奨学金において、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により家計が急変
し、修学が困難になった学生等について、
随時申込を可能としている。

○保育所等、幼稚園、地域子ども・子育て支
援事業における感染拡大防止対策に係る支
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援
・保育所等、幼稚園、地域子ども・子育て支

援事業において、感染症に対する強い体制
を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を
継続的に提供していくため、職員が感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続的に実

施していくために必要な経費（かかり増し
経費等）や、マスク・消毒液等の購入等に
必要な経費に対して、補助を行う。

引き続き、事態の推移を見極め、必要に応
じて柔軟に対応する。

	 図表11	 新型コロナウイルス感染症を踏まえた少子化対策の主な取組

新型コロナウイルス感染症を踏まえた少子化対策の主な取組
新型コロナウイルス感染症が結婚・子育て世代に与える影響を注視し、不安に寄り添いながら、安心して結婚、
妊娠・出産、子育てができる環境整備に取り組む。

(※)令和３年度補正予算、令和４年度予算を基に作成。( )内は令和２年度第３次補正予算、令和３年度当初予算額。

結婚
○地域少子化対策重点推進交付金【補正＋当初で36.7億円】
• 結婚新生活支援事業について支援内容を充実するとともに、AIを始
めとするマッチングシステムの高度化等やアプリ・SNS活用によ
る子育て支援情報の「見える化」等を重点的に支援(補助率2/3)。

• ポストコロナ社会におけるニーズや、若者・妊産婦等の孤立化を
防止するための出会い、結婚、妊娠・出産、子育て支援の取組へ
の支援を実施。

○新規学卒者等への就職支援【当初90億円(当初＋補正102億円)】
• 就職活動が十分に行えなかったり不安を抱える学生等を対象に、就
職支援ナビゲーターによる個別支援等を実施。

○妊産婦・乳幼児への総合的な支援【補正30.9億円の内数（46億
円）】
• 不安を抱える妊産婦に対する電話やオンラインによる相談支援・
保健指導等の実施、里帰り出産が困難な妊婦に対する民間の育児
等支援サービス等の利用料補助、幼児健康診査の個別健診化支援
等を実施。

○母性健康管理措置による有給の休暇制度導入等への取組支援
【当初4.4億円（9.3億円）】

• 妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も
継続して活躍できる職場環境を整備するため、新型コロナウイルス
感染症に関する母性健康管理措置として医師等の指導により休業が
必要とされた妊娠中の労働者に関して、有給の休暇制度を導入し、
休暇を取得させた事業主に対して助成を実施。

妊娠・出産

※引き続き、少子化社会対策大綱（令和２年５月29日閣議決定）に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応にも留意しながら、ポストコロナの
社会経済、国民生活、人々の意識・行動の変容を見据えつつ、結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた総合的な少子化対策を大胆に進める。

○保育所等、幼稚園、地域子ども・子育て支援事業における
感染拡大防止対策に係る支援

【補正(内閣府)65.2億円の内数(文部科学省)24億円(厚生労働省)113億円】
• 職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施してい
くために必要な経費等を補助。

○非正規雇用労働者・子育て中の女性等の円滑な就労に向けた支援
【 1,693億円の内数(３次補正2.1億円の内数、当初831.4億円の内数

(1241.1億円の内数))】
• ハローワークにおける相談支援や、子育て中の女性等に対するマ
ザーズハローワーク等でのマッチング支援、紹介予定派遣を活用
した研修・就労支援事業、トライアル雇用助成金の拡充、キャリ
アアップ助成金の活用による正社員化促進などにより、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求職者の
ニーズに応じた就職支援を実施。

○子育て世帯への臨時特別給付
【補正+新型コロナウイルス感染症対策予備費で19,473億円】
• ０歳から高校３年生までの子供たちに１人当たり10万円相当の給
付を児童手当の仕組みを活用して、令和３年中に開始。

子育て
○高校生等奨学給付金による支援【当初151億円（159億円）】
• 令和２年度より家計急変世帯についても授業料以外の教育費に係
る支援を実施。

○高等教育の修学支援新制度【当初5,196億円（4,804億円）】
• 新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変の場合、随時申込が可能。
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４ 新型コロナウイルス感染症影響下に
おける結婚・妊娠・出産・子育て支援

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化
する中、これまで対面で行ってきた支援・相
談について、感染リスクに配慮しながらサー
ビスを継続するとともに、コロナ禍を契機に
改めて浮き彫りになった課題に対応するた
め、オンラインを活用する取組がさらに広が
りをみせている。また、テレワークにより時
間や場所にとらわれない多様な働き方が可能
であることが広く認知され、地方移住への関
心が高まっている人々の意識・行動の変化を
とらえて地方へのひとの流れにつなげていこ
うとする動きもみられる。ここでは、結婚、
妊娠・出産、子育てのライフステージごとに
取組事例を紹介する。

（１）結婚－登録から引合せまでオンライン
完結の結婚支援

オンラインによる結婚支援に積極的に取り
組んでいる事例の一つとして、えひめ結婚支
援センター（運営主体：愛媛県、運営委託
先：愛媛県法人会連合会）では、新型コロナ
ウイルス感染症流行下で外出や集会の自粛が
求められる中でも、結婚を希望する独身者
が、感染リスクを軽減し安心して参加ができ
るほか、居住地にとらわれずに参加が可能と
なる「オンライン婚活サービス」の本格的な
導入や、手続のデジタル化により利便性を向
上することを目的として、2021年３月17日、
えひめ結婚支援センターWebサイト「ひめ
ring」のリニューアルを実施した。リニュー
アルに伴い、会員登録から会員同士のマッチ
ングまで一貫してオンラインで操作できるよ
うになった結果、リニューアル時点（2021
年３月17日）から2022年２月末時点までの
間のセンター会員新規登録者数（約1,630名）
のうち、オンラインでの登録者数は、約86％

（約1,400名）を占めている。

　えひめ結婚支援センターのオンラインによ

る結婚支援の特徴としては、
・結婚支援システム（Webサイト）を活用

することで会員登録からイベント参加、
マッチングまでオンライン上で実施できる

・独自システム（「トークルーム」「チャッ
ト」）でイベント参加者やお引合せの相手
とメッセージをやりとりできる

・１対１のお見合い（愛結び）では、ビッグ
データを活用したおすすめのお相手の提案
のほか、会員自身のスマートフォンやパソ
コンからもお相手探しができる

・ボランティア推進員（愛結びサポーター）
が出会いから成婚に至るまで交際中も継続
的にサポートする

といった点が挙げられる。

えひめ結婚支援センターでは、
・「ひめring」トップページにオンラインで

の登録方法について説明動画を掲載
・Zoom（オンライン会議システム）の利用

に不安がある利用者に対して、イベントや
お引合せ前に接続テスト等を実施

・オンライン婚活の利点や楽しさ等を、セン
ターのブログ、SNS等で発信

・イベント前に、オンライン画面での振る舞
い方のアドバイス等、事前セミナーを実施

といった取組を行うことで、オンライン婚活
サービス利用者の不安の軽減や支援に努めて
いる。

さらに、イベント・お引合せの際には、原
則、ボランティア推進員が立ち会い、その場
で参加者をフォローするとともに、成立した
カップルに対しても、システムを通じてメッ
セージを送る等、継続的な交際フォローを実
施している。あわせて、ボランティア推進員
によるオンライン個別相談会を実施すること
で、会員の悩み等に対応している。

えひめ結婚支援センターでは、このような
オンライン婚活による主なメリットとして、
・移動時間や居住地にとらわれず、自宅等か

ら参加が可能となる
・感染リスクを気にせずに、マスク未着用の
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ままお互いの表情が見える形での参加が可
能となる

・参加費が対面の場合よりは比較的安くて済
む

といった点を挙げている。
　一方で、主なデメリットとして、
・画面越しの交流であるため、参加者同士の

雰囲気が掴みづらい
・オンラインイベントでは、運営側でフリー

トークの相手や時間を設定するため、会話
の自由度が低くなる

・オンラインでカップルになった後、当事者

が実際に会うことにハードルを感じるケー
スがみられる

といった点を挙げている。
オンラインを活用した結婚支援活動は、新

型コロナウイルス感染症対策といった点以外
でも、利用者にとって利便性の向上や費用面
での一定のメリットが見込まれる。コミュニ
ケーションや実際会うまでのハードル、ボラ
ンティア推進員のスキル等の課題にも留意し
ながら、コロナ禍を契機とした新たな結婚支
援の取組の一つとして定着することが期待さ
れる。

	 図表12	 「愛結びサポーター向けガイド」イメージ

・予定時刻の20分前に開場

・愛結びサポーターのZoom入室を許可

・会員2名のZoom入室を許可

・会員2名の本人確認

・愛結びサポーター同席は15分程度

・時間が来たら、ご挨拶して退室
※お引合せ中は、画面、音声OFF・

ミュートにしてください

Zoomオンラインお引合せかんたんガイド

オンラインお引合せは約1時間 ご利用環境の確認（Wi-Fi等）

パソコンの場合カメラ機能、イヤホンマイク等設備の確認

いよいよ当日

5日前からお二人でチャット

原則ご自宅、静かで明るい環境 充電しながら お引合せ費用1000円は、事前振込

ガイドラインの内容

3日以内にお返事
お引合せ後は通常のお引合せとおなじです

お引合せまでに

費用振込依頼入金確認

センター

ガイドライン承認双方に希望日の確認

愛結び会員

愛結び会員

愛結び会員
愛結び

サポーター

交通費2000円は、後日お渡し

初めてのオンラインお引合せ時は、
センターにてご一緒に行うことがあ
ります。

交通費の受け取りがありますので、
事務所に一度お越しいただくように
なります

お引合せ後のフォローは通常通り行
ってください。

希望者に事前Zoom接続テスト日程調整
※約10日後以降で調整

センター 愛結び会員

愛結びサポーター：１対１のお見合い「愛結び」でカップルをサポートするボランティア推進員
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（２）妊娠・出産－小児科医、産婦人科医不
足の地域でのオンラインを活用した安心して
子供を生み育てる環境整備

大船渡市・陸前高田市・住田町の２市１町
の気仙圏域では、 医療機関などで構成する一
般社団法人未来かなえ機構（代表理事・滝田
有気仙医師会長）と連携し、「未来かなえ
ネット」の取組を進めている。これは、住民
参加型の地域医療介護連携ネットワークであ
り、電子カルテ情報の共有などにより、医療
機関、薬局、消防、各市町地域包括支援セン
ター、介護サービス提供事業所等による情報
連携を行うものである。

気仙圏域は、東日本大震災の被災地という
こともあり、医師をはじめとした専門職が不
足している中で、「未来かなえネット」によ
る情報連携は、緊急時や大規模災害時におけ
る病歴や処方箋の確認などを速やかに行い、
余分な検査、薬の重複等を防ぎ、医療費負担
の軽減にもつながるものと期待されている。

小児科医、産婦人科医も不足しており、妊
娠中や産後の方、子育てをされている方が安
心して、子供を生み育てることができるよ
う、「未来かなえネット」の取組の一環とし
て、「小児科・産婦人科オンライン」（株式会
社Kids Publicが運営するオンライン医療相
談サービス）を導入している。

本サービスは、電話若しくは「LINE」に
より、平日18時～22時の時間帯に10分間、
小児科、産婦人科を専門とする医師、助産師
による医療相談が受けられる「小児科・産婦
人科オンライン」と、メールで24時間、医
療相談を受け付ける「いつでも相談」で、大
船渡市・陸前高田市・住田町の住民であれ
ば、「未来かなえネット」に登録することで、
無料で利用できる。

利用者からは、「初めての嘔吐（おうと）
に慌ててしまいましたが、ビデオで子供の様
子を見て、大丈夫と言っていただきとても安
心した。」、「１人で心細い中、寄り添う回答
をいただいてとても励みになった。」等の声
が寄せられており、不安解消につながってい
る。
「小児科・産婦人科オンライン」に寄せら

れた相談内容及び担当医師、助産師の指導内
容は、相談者の同意を得た上で、翌朝、気仙
圏域における広域基幹病院である岩手県立大
船渡病院にオンラインで情報連携され、病院
で診療に当たる医師は、情報連携された相談
内容を基に対面診察を行うことが可能とな
る。

近年、ハイリスク妊婦、特に特定妊婦等の
処遇困難な事例が増えている中で、オンライ
ンを活用し、相談できる先の選択肢を増やし
たことで、利用する側だけでなく、支援する
側（市町保健師等）も、課題を抱えた妊婦等
を把握し、適切なサポートにつなげている。

また、医療的ケア児が在宅で生活できるよ
う、2021年10月から「未来かなえネット小
児連携パス」の運用が始まっている。オンラ
インを活用し、当該医療的ケア児の生活環境
をサポートしている関係者間で、主治医によ
る在宅での小児治療方針や訪問看護ステー
ションによる在宅看護ケアの実施状況等を共
有することで、地域をあげて子供を見守り、
ケアに役立てている。現在は、家庭、県立大
船渡病院、訪問看護ステーション等の関係機
関による連携が主であるが、将来的には、保
健所、圏域の各診療所、デイケア事業所、学
校、保育所等との連携に広げていきたいと考
えている。
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