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基本目標２ 子育ての不安や負担を解消する     

 

 目標数値  

項 目 現 状 目 標 

保護者の「理想の子どもの数」の平均 2.66 人 (H30 年度) 3.00 人 (R５年度) 

夫婦が同じくらい育児を分担する家庭の割合 
＊１ 

23.5% (H26 年度)  44.5% (R２年度) 

一時預かり事業(幼稚園型を除く)の実施箇所数 

＊２ 
160 箇所 (H29 年度末) 202 箇所 (R５年度末) 

病児保育事業の実施箇所数 ＊２ 82 箇所 (H29 年度末) 116 箇所 (R６年度末) 

＊１ 群馬県男女共同参画基本計画（第４次）（H28～R2 年度）の改定に合わせて目標数値を見直します。 
＊２ 子ども・子育て支援事業支援計画（別冊）にも掲載しています。 

 

 子どもを持つ多くの保護者が、子育てに関して不安や負担を感じています。 

 全ての子育て家庭が社会とつながることができ、支援を必要とする全ての人に十分な支援が行き届くよ

う、相談体制や交流の場の整備を推進します。 

また、経済的負担感により子どもを持つことを断念する人や、「お金がない」ことを理由に子どもに教育を

受けさせる機会を逃す人がいます。 

教育・子育てに係る経済的負担の軽減を図るとともに、誰もが働きながら子どもを育てられるよう、キャリ

アと子育ての両立を支援します。 

さらに、親子が安心して生活・外出できる子育てにやさしいまちづくりを進めます。 
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身近な人が子どもと接し

て喜ぶ

夫婦の愛情がより深まる

子育てを通じて友人が増

える

子育てを通じて自分の視

野が広がる

生活にはりあいができる

子育てを通じて自分も精

神的に成長する

家庭が明るくなる

(％)

子育てをして良かったこと

(20～49歳男女、国際意識調査)

日本

イギリス

フランス

スウェーデン

（出典）内閣府「少子化社会に関する国際意識調査」（H27年)

○ 子育ては幸せな次世代づくり 

少子化社会に関する国際意識調査

によると、子育てを通じて、「家庭が

明るくなる」「子育てを通じて自分も

精神的に成長する」などの回答が多く

なっています。 
本来、子育ては明るく、前向きな気

持ちになれるものです。 
県が子育て中の保護者を対象に行

った意識調査でも、４割以上の方が、

「不安や負担を感じることはあるが、

子育ての喜びの方が大きい」と回答し

ています。 
社会全体が次世代を育むことに幸

せ・喜びを感じることができ、希望す

る人が家族を持つことができるよう、

子育てに係る不安・負担を解消するこ

とが重要です。 
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（１）子育ての不安の軽減 次世代 子・若 子育て  

 

 現状と課題  

○ 子育てに係る精神的不安の増大 

近年、子どもの数が減少する中で、核家族化、地域のつながりの希薄化など、子どもを育てる環

境が大きく変化しています。家庭での親子だけの空間・時間が多くなるなど孤立化が進み、精神的

不安が増大しています。 

県の調査によると、90％近くの保護者が子育てに関して不安感や負担感を感じています。中でも

精神的不安については、どこに相談してよいか分からないまま、抱え込んでしまう保護者も多く、

出産後に気分が落ち込み、「産後うつ」に悩む方もいます。内閣府の調査では、子育ての悩みを気軽

に相談できる場があることが重要だと思う人の割合は 50％近くあり、気軽に相談できる環境が求め

られています。 

 

県総合教育センターが実施する「子ども教育相談室」や児童相談所などでの、子育てに関する相

談件数は増加しています。子育てや福祉の行政窓口、学校、保育所等、医療機関など、様々な場所

で相談支援を行っています。必要とする人が利用できるよう、引き続き相談窓口を周知していくほ

か、相談を受ける職員の資質向上が重要です。 

 

強く感じ、子育てを投げ出した

くなることがある

4.2%

感じることはあるが仕方な

いと思う

41.3%

感じることはあるが子育

ての喜びの方が大きい

43.2%

その他

0.3%

ほとんど感じるこ

とはない

10.3%

無回答

0.5%

子育てに関して不安感や負担感を感じること

(未就学児の保護者) (群馬県)

（出典）県少子化対策に係る県民

意識調査(H30年度)

45.9%

33.9%

31.2%

30.6%

28.4%

28.1%

25.9%

22.2%

22.1%

16.5%

16.5%

14.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

気軽に相談できる人や場

防犯のための声かけや登下校の見守りをする人

子どもと一緒に遊ぶ人や場

子どもを預かる人や場

子育てに関する情報を提供する人や場

親同士で話ができる仲間づくりの場

家事を支援する人や場

地域の行事やお祭りなど

子どもにスポーツや勉強を教える人や場

地域の伝統文化を子どもに伝える人や場

小・中学校の校外学習や人生経験を伝える人や場

子どもに自分の職業体験や人生経験を伝える人や場

地域で子育てを支えるために重要だと思うこと(全国)

（出典）内閣府「少子化社会

対策に関する意識調査」

（H31年3月)
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子ども／教育に関する相談窓口 

相談内容 窓口名称 

予期しない妊娠や妊娠に関する悩み 県 ぐんま妊娠ＳＯＳ 

妊産婦の健康、乳幼児の成長・発達・健康、育児

に関すること 

市町村 子育て世代包括支援センター 

（又は母子保健担当窓口） 

養護（虐待・経済的困窮等）・心身障害・非行・育

成等に関すること 

県 こどもホットライン 24（児童相談所） 

市町村 家庭児童相談室 

児童虐待や子育て不安等 県 ＬＩＮＥによるこども・子育て相談 

乳幼児から高校生までの教育や子育てに関する

こと 

県 子ども教育・子育て相談（総合教育センター「子ども

教育相談室」） 

県子ども医療電話相談(#8000)  

市町村 教育委員会等 

乳幼児とその保護者の交流、子育てに関するこ

と 

市町村 地域子育て支援拠点 

（通称：子育て支援センター） 

いじめ子どものＳＯＳ等 県 24 時間子供ＳＯＳダイヤル(総合教育センター「子ど

も教育相談室」)  

    県の相談窓口の詳細は、県ホームページ等を御覧ください。 

    国、市町村の相談窓口の詳細は、国又は各市町村に御確認ください。 

 
 

 施策の方向と具体的施策  

教育や子育てに関する、様々な悩みや不安を抱える保護者からの相談に対応できる体制を整備しま

す。また、悩みや不安を抱える保護者が、相談窓口や同じ悩みや不安を持つ保護者同士の交流の場に

アクセスでき、必要な支援が受けられるよう、窓口や実施内容等を周知します。さらに、多様な相談

内容に的確に対応できるよう、相談員や支援員の資質向上を図ります。 

さらに、どこでどのような相談や支援を受けることができるのか、分かりやすい情報発信に努めま

す。 

 

ア 地域での相談支援等の充実 

① 相談支援の体制整備 

 

 

○妊娠に特化した夜間の電話相談及びメール相談を実施し、相談者

に対して、必要に応じて面接相談や医療機関への受診同行を行い

ます。（「ぐんま妊娠ＳＯＳ」） 

○子ども・子育て支援に係る情報提供、利用希望に基づく相談対応

を市役所等身近な場所で行います。（子育て世代包括支援センタ

ー、市町村窓口や保健センター） 

○子育てに悩み、児童虐待に至ってしまうことを未然に防ぐため、

24 時間、年中無休の電話相談により、県内のあらゆる子育て相談

に応じます。（「こどもホットライン 24」） 

○児童虐待や子育て不安等の相談について、ＬＩＮＥを利用した窓

口を設け、子ども本人や保護者が気軽に相談できる体制を整備し

ます。(「ＬＩＮＥによるこども・子育て相談」) 
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○子どもの教育や子育てに関わる相談について、電話相談、来所相

談、訪問相談にて対応します。緊急な対応を必要とする事案は、

関係課・機関と連携し、早期解決を図ります。また、電話相談研

修会や事例検討会を行い、相談員の資質の向上を図ります。（「子

ども教育・子育て相談」、「24時間子供ＳＯＳダイヤル」） 

○休日・夜間など、子どもの急病時における保護者等からの相談に

対応します。（「子ども医療電話相談(#8000)」） 

○乳幼児及びその保護者による相互交流の場を整備し、子育てにつ

いての相談、情報の提供、その他の援助を行います。（地域子育て

支援拠点事業(子育て支援センター等)） 

② 相談支援の普及啓発 

 

 

○乳幼児から高校生までの教育や子育てに関する不安を相談できる

よう、電話番号や相談内容の例を記載した「子ども教育相談カー

ド」を県内各園の全園児の保護者・教職員及び各校の児童生徒・

教職員に配布し、周知を図ります。（「子ども教育・子育て相談」、

「24時間子供ＳＯＳダイヤル」） 

○児童相談所での相談内容の例などを記載したリーフレットを広く

配布し、電話相談の利用を促します。（「こどもホットライン 24 」） 

○小児医療の相談についてポスター掲示や、小児科医院等で子ども

医療電話相談（#8000）の相談内容の例を簡潔に記載したカードを

配布します。また、小児救急に関する保護者講習会を実施します。 

③ 相談職員の資質向上 

 

 

○子育て支援に従事する支援員が必要な知識や技能等を習得するた

めの研修を行います。 

○子ども教育・子育て相談に従事する相談員が的確に対応できるよ

う、電話相談研修会や事例検討会等を行います。(「子ども教育・

子育て相談」、「24時間子供ＳＯＳダイヤル」） 

 

 

 
◆主な連動施策   Ⅰ－２－(２)質の高い幼児教育・保育の提供 

<別冊参照> 

県内の各地域の特性に応じた子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容について

は、別冊『第２期群馬県子ども・子育て支援事業支援計画』に記載します。 

(別冊中の該当箇所：４ 県内の各地域の特性に応じた子ども・子育て支援策の充実 (１)利用者支援事業、(２)

地域子育て支援拠点事業) 
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（２）教育・子育てに係る経済的負担の軽減 次世代 子・若 子育て    

 

 現状と課題  

○ 経済的負担の軽減 

若い世代が子どもを持つ希望を持てない理由に、教育や子育てに係る経済的負担があります。県

が 20～30 歳代の独身者に対して行った調査では、将来、子育てをする上で不安に思うこととして

「経済的にやっていけるか」と回答した割合が最も高くなっています。また、保護者を対象に行っ

た調査では、教育費負担の軽減や児童手当等の経済的支援の充実等に力を入れる必要があるとする

回答が多くなっています。 

子どもを産み、育てやすい環境にするには、家庭の子育てにおける経済的負担を軽減する必要が

あります。 

 

○ 経済的支援の必要性 

親が問題を抱えている場合、子どもが育つ上での機会や選択肢が制限されることがあります。そ

の結果、成育環境に格差が生じ、就学、進学、就職の際に困難を抱える可能性があります。   

子どもが学業をあきらめることなく継続していけるよう、特に経済的に苦しい立場にある世帯に

対し、子どもの就学を支援する必要があります。 

国においても、低所得世帯の子どもが大学等で修学し、社会で自立・活躍できる人材になれるよ

う、令和２年４月から大学等の授業料及び入学金の減免、給付型奨学金の支給を行います。 
 

 施策の方向と具体的施策  

様々な環境の下で育つ子どもが、将来の社会的自立に必要な支援を受けられるようにします。その

ため、子どもや保護者の置かれた状況や心身の状態を的確に把握した上で、特に支援を要する家庭に

対し経済的負担の軽減を図ります。 

49.6%

37.5%

34.8%

11.6%

6.5%

6.0%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

経済的にやっていけるか

子育てするのが大変そう

子育てしながら仕事をすることが難しそう

自分のために使える時間やお金が減る

配偶者の家事・子育てへの協力が期待できない

夫婦二人のための時間がとれない

親の協力が期待できない

将来、子育てをする上で不安なこと(20～30歳代の独身者)(群馬県)

(出典)県少子化対策に関する県民意識調査(H30年度)

62.2%

60.1%

40.3%

27.3%

22.7%

15.3%

9.6%

7.3%

0.6%

63.6%

63.0%

38.2%

23.7%

21.1%

13.8%

12.8%

5.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

教育費の負担の軽減

児童手当等の経済的な支援の充実

子どもの遊び場の確保

保育所等の充実

育児休業制度の充実

不妊治療の費用負担の軽減

地域子育て支援センター等の充実

その他

無回答

出産や子育て環境の整備推進のためにもっと力を入れる必要があるもの

(未就学児の保護者)(群馬県)

今回【H30】(n=1,277)

前回【H25】(n=1,829)

(出典)県少子化対策に関する県民意識調査(H30年度)
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また、各種支援に関する情報が、必要とする家庭に行き渡るよう、学校や関係機関を通じて、制度

内容や手続き方法を周知します。 

 

ア 経済的負担の軽減 

① 児童手当の支給 

 

○中学校卒業までの児童を養育している人に、児童手当を支給しま

す。また、市町村が適切に支給できるよう支援します。㋐ 

② 幼児教育・保育の無償

化 

 

 

○保育所等に通う３歳から５歳までの全ての子ども及び、０歳から

２歳児の住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化します。㋑ 

○幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料の一部を負担し

ます。㋑ 

③ 子ども医療費の無料

化 

 

○子どもたちが安心して必要な医療が受けられるよう、中学校卒業

まで、入・通院の医療費を所得制限なし、窓口負担なしで無料化

します。㋒ 

③ 勤労者教育資金 

 

○労働者及びその子どもが大学等に進学する際に必要とする資金

を、中央労働金庫を通じて低利で融資します。㋓ 

 

イ 特に支援を必要とする家庭に対する経済的負担の軽減 

① 多子世帯の負担軽減 ○３人以上の子を産み育てる家庭の経済的負担を軽減するため、第

３子以降の３歳未満児の保育料を無料にします。㋔ 

② 母子・父子家庭等医療

費の無料化 

 

○社会的・経済的に不安定な母子・父子家庭等の経済的負担を軽減

し、必要な医療が受けられるよう、市町村と協力して医療保険の

自己負担額の一部助成を行います。㋕ 

③ 生活保護世帯に属す

る子どもへの支援 

 

 

○生活保護世帯の子どもに対し、学用品、給食費など義務教育に伴

う必要な費用を支給します(教育扶助)。㋖ 

また、小学校４年に進級する児童にかかる学童服代や小学校入学

時と中学校入学時の入学準備金等を支給します(一時扶助)。㋗ 

○生活保護世帯の高校生に対して、高校教育に伴う必要な費用を生

業扶助として支給するほか、高校入学時の入学準備金や大学等進

学時の進学準備金を支給します。㋘ 

④ 高校や高等教育にお

ける授業料負担の軽減

等 

 

 

○高校の授業料の負担軽減のため、就学支援金を支給するほか、授

業料以外の教育費負担の軽減のため、奨学のための給付金を支給

します。㋙㋚ 

 なお、県内中学３年生へのちらし配布や、高校入学時の制度利用

意向確認等により、必要な生徒へ漏れなく情報が伝わるようにす

るほか、中学校教職員へ周知します。 

○私立の専門学校について、高等教育の修学支援新制度に基づき、

入学金や授業料を減免します。㋛ 

⑤ 障害のある子どもに

対する支援 

○障害のある子どもの保護者に対し、学校給食費や学用品購入費な

どの経費を、保護者の負担能力の程度に応じて支給します。㋜ 
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⑥ 失業者の子どもへの

支援 

 

○失業者または再就職して１年未満の勤労者の子どもが、大学等の

教育施設に就学する際に必要な資金を、中央労働金庫を通じて低

利で融資します。㋝ 

 

(参考) 教育・子育てに係る経済的負担軽減のための制度の概要(目的別) 

○出産・子育て 

名称 窓口 概要 

出産育児一時金 
市町村又

は勤務先 
出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額を支給する。 

児童手当 ㋐ 市町村 中学校修了前の児童を養育している人に対して支給する。 

児童扶養手当 市町村 
18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの児童(一定程度の重度の障害を

有する場合は 20 歳未満)を監護するひとり親に対して支給する。 

母子父子寡婦福祉資

金貸付金 

県 

前橋市 

高崎市 

ひとり親家庭に対して、それぞれの目的に応じて資金を貸し付ける。 

 

○医療 

名称 窓口 概要 

子ども医療費の無料

化 ㋒ 
市町村 

中学校卒業までの子ども(15 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの子ど

も)を対象として、医療保険の一部自己負担額を助成する。＊一部市町村では、

対象範囲を 18 歳年度末まで拡大して実施している。 

母子・父子家庭等医療

費の無料化 ㋕ 
市町村 

18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの児童を、現に扶養しているひと

り親家庭等に対し、医療保険の一部自己負担額を助成する。 
 

○幼児教育・保育 

名称 窓口 概要 

幼児教育・保育の無償

化 ㋑ 
市町村 

保育所等を利用する３歳から５歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の０

歳から２歳児クラスまでの子どもの利用料を無料にする。幼稚園の預かり保

育や、認可外保育施設等についても、要件を満たす場合に、所定の金額が無料

になる。 

第３子以降３歳未満

児 保 育 料 免 除 事 業 

㋔ 

市町村 
認可保育所、認定こども園及び認可外保育施設を利用する第３子以降の３歳

未満児の保育料を無料化する。(R 元年度は 31 市町村で実施) 

 

○義務教育 

名称 窓口 概要 

教育扶助 ㋖ 

福祉事務

所 ( 県 、

市) 

生活保護世帯の子どもに対し、学用品、給食費など義務教育に伴う必要な費用

を支給する。 

一時扶助 ㋗ 

福祉事務

所 ( 県 、

市) 

生活保護世帯の子どもに対し、小学校４年に進級する児童にかかる学童服代

や、小学校入学時と中学校入学時の入学準備金等を支給する。 

 

○高校 

名称 窓口 概要 

生業扶助 ㋘ 

福祉事務

所 ( 県 、

市) 

生活保護世帯の高校生に対して、高校教育に伴う必要な費用を生業扶助とし

て支給するほか、高校入学時の入学準備金や大学等に進学する場合の進学準

備金を支給する。 

就学支援金 ㋙ 
在学して

いる学校 

県民税・市町村民税所得割の合計額が 507,000 円未満の世帯の生徒に対して、

授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給する。 
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奨学のための給付金 

㋚ 

在学して

いる学校 

県民税・市町村民税所得割非課税世帯及び生活保護（生業扶助）受給世帯に対

し、授業料以外の教育費負担を軽減する目的で、給付する。 

群馬県教育文化事業

団高等学校等奨学金 

在学して

いる学校 

学習意欲がありながら、経済的理由により高校等での修学が困難な生徒に対

し、奨学金を無利子で貸与する。 

群馬県高等学校等奨

学金 

在学して

いる学校 

勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な生徒に奨学金を貸与す

る。 

生活福祉資金 

(教育支援資金) 

市町村社

会福祉協

議会 

低所得世帯等の子どもが高校、大学又は高等専門学校に就学するために必要

な経費を貸し付ける(教育支援費)。また、入学に際し必要な経費を貸し付ける

(就学支度費)。 

勤労者教育資金 ㋓ 
中央労働

金庫 

勤労者及びその子弟が、高校や大学等の教育施設に進学・就学する際に必要な

資金を融資する。 

失業者緊急教育資金 

㋝ 

中央労働

金庫 

失業者の子弟、または再就職して１年未満の勤労者の子弟が、高校や大学等の

教育施設に進学・就学する際に必要な資金を融資する。 

あしなが奨学金 

在学している

学校またはあ

しなが育英会 

保護者などが病気、災害、自死などで死亡、またはそれらが原因で著しい後遺

障害で働けない家庭の生徒に対し、奨学金を貸与する。 

交通遺児育英会奨学

金 

在学している

学校または交

通遺児育英会 

保護者等が道路における交通事故で死亡、または重い後遺障害のために働け

ない家庭の生徒に対し、奨学金を貸与する。 

佐藤交通遺児福祉基

金 

在学している

学校又は佐藤

交通遺児福祉

基金 

交通事故等により保護者等を失った、または保護者等が重度の心身障害とな

った生徒に対し、奨学金を給付する。(給付型) 

 

○特別支援学校 

名称 窓口 概要 

特別支援教育就学奨

励費負担金等 ㋜ 

県 

市町村 

特別支援学校で学ぶ児童生徒の保護者が負担する給食費、学用品購入費、修学

旅行費等の経費の全部又は一部を補助する。 
 

○大学 

名称 窓口 概要 

高等教育の修学支援

新 制 度 (R2.4.1 ～ ) 

㋛ 

高校又は

大学等 

大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に在籍する住民税非課税世帯及びそ

れに準ずる世帯の学生を対象に、授業料等の減免、または給付型奨学金を支給

する。 

日本学生機構(JASSO)

の奨学金 

高校又は

大学等 

経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、また、経済・社会

情勢等を踏まえ、学生等が安心して学べるよう、奨学金を貸与する。 

生活福祉資金 

(教育支援資金) 

－ （再掲） 

勤労者教育資金 ㋓ － （再掲） 

失業者緊急教育資金 

㋝ 

－ （再掲） 

あしなが奨学金 － （再掲） 

交通遺児育英会奨学

金 

－ （再掲） 

佐藤交通遺児福祉基

金 

－ （再掲） 

その他 － (地方自治体、育英団体、学校等が実施する奨学金制度) 

＊金額、条件等、各制度の詳細は、各支援を実施している窓口に御確認ください。 

 

 

◆主な連動施策   Ⅰ－２－(２)質の高い幼児教育・保育の提供 
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（３）キャリアと子育ての両立支援  次世代 子・若 子育て 放課後    

  

 現状と課題  

○ 男性中心型の長時間労働を前提とした働き方 

育児・介護休業法や働き方改革関連法など、仕事と子育ての両立を推進するための関係法令の整

備が進んでいます。一方で、県の調査によると、約９割の保護者が育児を「男女で分担」すること

を理想としているにもかかわらず、実際に分担できている家庭は約４割にとどまっています。男性

が育児に参加できない要因として、長時間労働等を前提とした働き方があることから、働き方を見

直し、仕事と子育て生活の両立ができる環境を整備する必要があります。 

  

また、県内企業における男性の育児休業取得率は上昇していますが、女性に比べるとまだまだ低

い状況です。男女がともに働きやすい職場環境の整備が必要です。 

 

○ 女性のキャリアの中断  

本県の女性の有業率は全国に比べて高く、子育て中でも働いている割合が高い一方、正規就業者

の割合が低くなっています。要因として、女性が出産を機に退職し、仕事と子育てを両立する手段

として非正規就業を選択するケースが多いことが考えられます。 

出産してもキャリアを中断することなく就業を継続できるよう、仕事と子育ての両立支援や、柔

軟で多様な働き方の支援等、働く意欲のある女性が活躍できる環境整備が求められています。また、

セクハラ(※１)、マタハラ(※２)等のハラスメントを防止する取組を推進する必要があります。 

 

(※１) セクハラ セクシャルハラスメントの略。「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗

したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なも

のとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること。 

(※２) マタハラ マタニティハラスメントの略。「職場において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利

用に関する言動）により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること。 

0.2 

0.0 

0.3 

0.2 

0.1 

0.2 

77.0 

90.8 

87.9 

27.5 

40.5 

27.3 

22.3 
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66.4 
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1.0 

0.3 

0.4 

2.3 
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家事（炊事、洗濯等）

育児

看護・介護

家事（炊事、洗濯等）

育児

看護・介護

(％)家庭内での家事、育児、看護・介護の分担（理想と現実）(群馬県)

主に男性 男女で分担 主に女性 その他 無回答

(出典)県少子化対策に関する県民意識調査(H30年度)

 
 

 

理
想 

 
 

 
 

 
 

現
実  

 
 

69.8 

71.0 

40.8 

68.5 

64.4 

43.4 

0 20 40 60 80

女性の有業率(15～64歳)

育児をしている女性の有業率(25～44歳)

女性の正規就業者の割合

(％)女性の有業率、正規就業者の割合

群馬県
全国

(出典)総務省「就業構造基本調査(H29年)」
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○ 保育サービスに対するニーズの多様化 

県の調査によると、保護者の約４割が子どもを持ちながら仕事を続けるのが望ましいと考えてい

る一方で、仕事と子育ての両立に不安や負担を感じるといった声や、一時的に子どもを預かってく

れる場所が欲しいといった声も多くなっています。 

近年、雇用形態の多様化や勤務時間の長時間化等により、従来の保育所等による保育サービスの

提供だけではなく、多様なニーズに応える必要があります。 

県内では、保護者の出産や冠婚葬祭等の理由により、家庭において一時的に保育を受けることが

困難になった乳幼児について、保育所等その他の場所で一時的に預かりを行う一時預かり事業が

160 か所で実施されています。また、病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペ

ース等において、看護師等が一時的に保育等を行う病児保育事業が 82 か所で実施されています。

いずれも、きめ細かい保育需要に対応するものであり、仕事と子育ての両立に資する重要な事業と

して、各地域において、利用を希望する全ての保護者が利用できるよう実施箇所数を増やしていく

ことが重要です。 

27.0%

25.7%

16.9%

8.1%

4.7%

4.7%

0% 10% 20% 30%

主に家計の補助・学費等を得たいから

主に自分の都合のよい時間に働きたいから

主に家事・育児・介護等と両立しやすいから

主に正規の職員・従業員の仕事がないから

主に通勤時間が短いから

主に専門的な技能等を生かせるから

女性が非正規就業をしている主な理由(群馬)

(出典)総務省「就業構造基本調査(H29年)」 ＊「主に」と回答したもののみ抽出している

59.0 

40.5 

35.2 

28.1 

17.0 

14.2 

12.2 

3.3 

0 20 40 60

安心して遊ばせることができる公園等の遊び場の整備

一時的に子どもを預かってくれる場所

子育てに対する経済的支援

同世代の親子が気軽に集まれる場所

子育てについて学べる勉強会や研修会

定期的な子育て情報の提供

日常的に子育ての悩みや相談にのってくれる窓口

子育てサークルの紹介

％充実させてほしい子育て支援(未就学児の保護者) (群馬県)

(出典)県少子化対策に関する県民意識調査(H30年度)

子どもが生まれても仕事を

続けるのが望ましい

37.8%

子どもが生まれたらいったん退職

し、子育てが落ち着いたら再び仕

事を持つのが望ましい

48.9%

子どもが生まれたら退職

し、仕事を持たず、子育て

に専念するのが望ましい

4.5%

わからない

5.8%

その他

2.4%
無回答

0.5%

仕事と子育てについての考え（未就学児の保護者）(群馬県)

(出典) 県少子化対策に関する県

民意識調査(H30年度)
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○ 放課後における子どもの生活の場の重要性 

(放課後児童クラブ(※３)) 

放課後児童クラブでは、仕事等により保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後、土曜

日、長期休暇期間等に、遊び及び生活の場を提供しています。 

働く女性の増加や対象児童の小学６年生までの拡大等に伴い、県内の放課後児童クラブ登録児童

数は年々増加しています。市町村ごとに施設整備等を行い需要に対応していますが、適正な人数(※

４)を超えて受け入れているケースが散見されるほか、待機児童が発生している市町村もあります。 

放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員に、必要な知識・技能を習得してもらうための研

修を実施し、質の向上を図るとともに、登録児童数の増加に対応するため、放課後児童クラブを更

に増やすことが必要です。 

また、受け入れ人数が増加している障害のある児童のほか、虐待やいじめを受けた児童や、日本

語能力が十分でない児童等が安心して過ごすことができるよう、放課後児童クラブの機能を強化す

ることが必要です。 

 

  (放課後子ども教室(※５)) 

放課後子ども教室は、地域のボランティア等の協力の下、学校の空き教室等を活用して実施され、

放課後や週末等に子どもたちに体験活動や地域住民等との交流活動を提供しています。 

 

  (放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的もしくは連携した実施) 

共働き家庭等の「小１の壁(※６)」を打破し、次代を担う人材を育成するためには、全ての就学

児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動ができることが重要です。 

このため、放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的又は連携した実施が求められます。 

 
(※３) 放課後児童クラブ 共働き家庭などの小学校に就学している児童を対象として、放課後に適切な遊びや生活の場を提供す

る。基本的に授業日、土曜日及び長期休業日に実施され、費用は原則有料。放課後子ども教室に比べて、遅い時間まで

実施。 

(※４) 放課後児童クラブにおける適正な人数 国は、職員配置の基準として、遊び・生活の場等を提供する支援の単位(＝「支援

単位」)当たりの児童の数（集団の規模）を「概ね 40 人以下が望ましい」としている。支援単位当たりの児童の数の上限は、

各市町村が条例で定める。 

(※５) 放課後子ども教室 全ての子どもを対象として、学習支援や多様なプログラムを実施する。授業日や週休日等に実施され、

費用は原則無料。市町村（学校）により、実施プログラム等が異なる。 

(※６) 小１の壁 子どもを放課後児童クラブに預けられない場合や、保育所等よりも放課後児童クラブの終了時間が早くなる場合

など、子どもの小学校入学を期に仕事と育児の両立が困難になること。ほかに、保護者会・授業参観など平日の行事が増

えることなども要因として考えられる。 
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(出典) 厚生労働省「放課後児童健全育成事業実施状況調査(毎年度５月１日現在)
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 施策の方向と具体的施策  

○ 男女ともに働きやすい職場環境整備 

希望する女性が、キャリアを中断することなく、仕事と家庭を両立しながら継続して就業できる

よう、男性の家事・育児への参画を推進します。また、男女ともに働きやすい職場環境整備を推進

するため、関係法令の周知啓発や具体的な取組方法等の普及により、県内各事業所の男女共同参画

推進、女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援を促進します。 
 

○ 一時預かり等の推進 

希望する保護者に対してサービスが十分に行き渡り、仕事をしながら子育てをする家庭が不安感

や負担感を感じないよう、ファミリー・サポート・センター(※７)や病児保育等の実施箇所数の増

加と質の向上を図ります。 
 
○ 放課後の「子どもの生活の場」拡充と質の向上 

放課後児童クラブに係る適切なニーズ把握に基づく待機児童解消、受け入れ児童数の適正化や障

害児の受入体制の拡充に向け、市町村の施設整備、運営等体制整備への財政的支援を行います。ま

た、放課後児童支援員の処遇改善等について、積極的に市町村を支援します。 

さらに、市町村や市町村教育委員会に働きかけ、放課後児童クラブによる学校施設の活用や、放

課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的もしくは連携した実施体制の整備を進めます。 

 
ア 働きやすい職場環境の整備 

① 企業経営者等の意識

改革促進 

 

○企業の経営者や管理職等を対象に、部下のワーク・ライフ・バラ

ンスを促進する「イクボス(※８)」を養成するためのセミナー(ぐ

んまのイクボス養成塾)を開催します。 

② 働き方改革の推進 

 

 

○働き方改革への具体的な取組方法等をまとめた啓発冊子を作成

し、県内企業の人事労務担当者等を対象とした研修会を開催しま

す。 

○社会保険労務士や中小企業診断士等を対象に研修を実施し、働き

方改革に関する専門家(働き方改革アドバイザー)を養成します。 

③ 認証制度等による事

業所へのインセンティ

ブ付与 

 

 

○「群馬県いきいきＧカンパニー認証制度」により、育児や介護と

仕事の両立(例えば、育児休業制度に関する社内規則整備など)、

職場における女性の活躍や従業員のワーク・ライフ・バランスの

実現等を推進する事業所を認証します。 

○認証企業が実施する職場内家庭教育研修会へ講師を派遣し、従業

員の学習機会を提供するとともに、地域や社会全体で家庭教育支

援を行う機運を高めます。 

○働きやすい職場の目安となる国の認定制度取得企業の増加を図る

ため、群馬労働局と連携し、県内事業所への情報提供等を行いま

す。 

 

(※７) ファミリー・サポート・センター 児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相

互援助活動に関する連絡、調整を行う事業。 

(※８) イクボス 職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の両立）を考え、その人のキャリアと人生を応

援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司のこと。群馬県が考案した用語。 
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イ 男女共同参画推進と女性就業支援 

① 男女共同参画の推進 

 

 

○県内事業所における「男女共同参画推進員」の設置を促進し、男

女ともに仕事と家庭を両立させ、性別にかかわらず能力を発揮で

きる職場環境づくりを推進します。 

② 女性の就業支援 

 

 

○女性の就業を容易にするため、工場や事業所の増改築や設備の導

入のための資金貸付 (中小企業パワーアップ資金（職場創造支援

要件）貸付)を行います。 

○「ジョブカフェ・マザーズ」を運営し、家庭との両立を図りなが

ら再就職を希望する女性を、カウンセリングや企業とのマッチン

グ等により支援します。 

○離職者等再就職訓練のうち、女性がチャレンジしやすい分野につ

いて、通常よりも短時間のコースや託児サービス付きコースを設

定し、再就職によるキャリア形成を支援します。 

③ 女性のキャリア形成

支援 

 

 

○創業に関心のある女性と女性創業者との交流を通して、女性によ

る創業の魅力を伝え、女性の創業機運の醸成を図ります。 

○管理職や管理職候補の女性を対象に、リーダーに必要なスキルの

学習や、交流・意見交換を行う交流会(女性リーダー交流会)を開

催します。 

 

ウ 一時預かり等施策の推進 

① 適切な運営の支援 

 

 

○市町村が実施する ファミリー・サポート・センター事業について、

適切に運営できるよう助言を行います。また、職員の情報交換会

や研修の実施により、事業の質の向上を図ります。 

○市町村が実施する子育て短期支援事業について、適切に運営でき

るよう助言します。(子育て短期支援事業：家庭において養育を受

けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設に

入所させ、必要な保護を行うこと) 

② 実施箇所数の増加と

質の向上 

 

 

○市町村や民間団体へ運営費補助等支援メニューを周知し、一時預

かり事業の実施箇所数増加を図ります。 

○一時預かり事業を実施する施設の所在地や当日の空き状況を可視

化することにより、保護者が事業を利用しやすい環境を整備しま

す。 

 

エ 放課後児童クラブ・放課後子ども教室の整備 

① 放課後児童クラブの

運営支援及び施設整備

促進 

○市町村や社会福祉法人等が整備する放課後児童クラブに必要な経

費補助を行い、受け入れ児童数の拡大や、子どもの遊び・生活・

静養の場の環境改善を促進します。 

② 放課後児童クラブの

従事者の質の向上 

 

 

○放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員として必要な知

識・技能を習得してもらうため、地域の状況を踏まえて研修を実

施します。(放課後児童支援員認定資格研修) 

○放課後児童支援員及び補助員の資質の向上を図ります。(放課後児

童支援員等資質向上研修事業) 
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③ 放課後子ども教室の

実施 

 

○希望する子どもを対象に、地域の方々の協力を得て、学習やスポ

ーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を行う「放課後子ども

教室」を実施する市町村を支援します。【関連施策：Ⅳ-1-(2)地域

や企業との連携】 

④ 放課後児童クラブや

放課後子ども教室の一

体的もしくは連携した

実施の促進 

○学校施設を活用し放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を整備

する場合について、市町村への助言等を行います。 

○放課後児童クラブと放課後子ども教室の同一敷地内での実施、も

しくは双方の児童の交流等を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

県では、仕事と家庭の両立や柔軟で多様な働き方など、男女がともに働きや

すい職場環境整備を推進する事業所を「いきいきＧカンパニー」として認証し

ています。 

認証事業所では、自社の実情や課題に応じて社内の風土や制度を改革し、長

時間労働の削減や女性の活躍などを推進しています。県では、優良な取組を行っ

ている事業所を表彰するとともに、事例集や県が開催するセミナー等で取組内容を

普及しています。 

 

 

◆主な連動施策   Ⅰ－２－(２)質の高い幼児教育・保育の提供 

いきいきＧカンパニー認証制度 コラム 

<別冊参照> 

  県内の各地域の特性に応じた子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容につい

ては、別冊『第２期群馬県子ども・子育て支援事業支援計画』に記載します。 

(別冊中の該当箇所：４ 県内の各地域の特性に応じた子ども・子育て支援策の充実 (７)一時預かり

事業等、(10)放課後児童クラブ及び放課後子ども教室) 
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（４）子育てしやすいまちづくり 次世代 子育て   

 

 現状と課題  

    少子高齢化、人口減少社会においては、都市の郊外化や低密度化の進展により、空き家・空き地が

増加し、治安や景観が悪化することでまちに活気がなくなることが懸念されています。子育てしやす

いまちづくりを推進するとともに、子育ての不安や負担を解消し、子育て世帯の増加を図る必要があ

ります。 

県の調査によると、子育て世帯は、子どもが安心して遊ぶことのできる場所を求めています（72、

77 ページ参照）。 

 また、子育てしやすいまちづくりのためには、子どもの遊び場を確保するだけでなく、親子が安

全・安心に暮らせるまちを実現する必要があります。しかし、県内の児童生徒が関係する交通事故

件数は依然として多く、子どもが交通事故に遭わないよう、環境整備や子どもの交通安全教育を行

う必要があります。 

 

さらに、子育ての上で、親子が安心して暮らすことのできる住居を持つことは非常に大切です。し

かし、ひとり親世帯や子育て世帯等が民間賃貸住宅において入居を拒まれる場合が散見されます。ま

た、人口減少により、公営住宅の戸数は減少していく見込みです。このように、子育て世帯が住居を

確保することが難しくなっています。 
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 施策の方向と具体的施策  

 子どもが安全に、安心して遊ぶことができるよう公園を整備します。 

 また、公園だけでなく歩道や自転車通行空間の整備を推進し、子どもたちが安心して利用できる交

通環境を確保します。さらに、警察等関係機関と連携し、子どもに対する交通安全教育を実施します。 

 住居確保の観点からは、子育て世帯が民間賃貸住宅に円滑に入居できる環境を整え、公営住宅にお

いても、子育て世帯を積極的に受け入れられる環境を整備します。まち全体の観点からは、市街地の

秩序ある整備を図り、中心市街地活性化や良好な住宅地を供給する等、様々なニーズに対応した安全・

安心で快適な居住環境を形成します。 
 
 

ア 子育てにやさしい公園整備 

① 公園の整備 

 

 

○県立５公園(敷島公園、群馬の森、金山総合公園、観音山ファミリ

ーパーク、多々良沼公園)では、遊具等の公園施設の管理・修繕・

更新を適正に行い、子どもが笑顔で安全・安心に遊ぶことができ

る公園を維持します。 

○市町村が設置する都市公園の開設や、国からの情報を伝達する機

会等を通じて、市町村に対して必要な助言を行います。 

 

イ 安全で利用しやすい交通環境の整備 

① 歩道の整備 

 

○通学路や、市町村が通学路安全プログラムに位置付けた箇所につ

いて、歩道整備等を推進します。 

② 自転車通行空間の整

備 

○県の自転車活用推進計画に基づき、中学生・高校生の通学利用ル

ートから優先的に整備を推進します。 

③ 多様な移動手段の確

保 

 

○新たな移動手段(自治会やＮＰＯ法人等が行う相乗りの取組など)

の導入実証実験や自動運転技術を活用した社会実験に取り組み、

「自動車以外の移動手段」も選択できる社会をつくります。 

④ 交通安全教育推進 

 

○交通安全教育推進会議により、警察･学校･関係機関等と連携した

様々な取組を行い、事故防止を図ります。 

⑤ サイクルサミット 

 

○高校生の交通安全に対する意識を向上させるため、警察や教習所

協会と連携して交通安全教育を進めます。 

 

ウ 子育て世帯への住宅の供給 

① 県営住宅子育て支援 

 

○子育て中の世帯(ひとり親世帯、多子世帯、子どもが小学校以下世

帯のいずれかに該当し、かつ 13 歳未満の児童と同居)に対し、小

中学校に近接する県営住宅をあっせんします。 

○ひとり親世帯、多子世帯、子どもが小学校以下の世帯には、入居

抽選の優遇を行うとともに、小学校未就学世帯には入居収入基準

の緩和を行います。 

○県営住宅の一部をシングルマザー向けシェアハウスとして整備

し、母子世帯が共同生活を通じて互いに支え合いながら育児や家

事の負担を軽減できるように支援を行います。また、本事業をモ

デルとして県内市町村への普及を進めます。 
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② 賃貸住宅の供給支援 

 

 

○子育て世帯等の入居を拒まない民間賃貸住宅に関する情報を「セ

ーフティネット住宅情報提供システム」及び、「群馬あんしん賃貸

ネット」により提供します。 

○一般社団法人移住・住みかえ支援機構が実施するマイホーム借上

げ制度を推進します。 

 

エ 快適な居住環境づくり 

① 土地区画整理事業 

 

○道路・公園等の公共施設を整備し、健全な市街地の形成と快適な

居住環境の整備を推進します。 

 

◆主な連動施策   Ⅰ－２－(２)質の高い幼児教育・保育の提供 


