
経済を取り巻く環境変化・構造変化への対応

中小・零細企業を中心に、
廃業、運転資金の枯渇、従業員の休業・解
雇（人材流出）が続き、復活を可能とする

経営資源が大きく喪失されている。

国内外の需要減退に伴う収益率の低減が経
営力を減退させ、新たな投資意欲も削ぎ、
国際競争力を失う可能性が出ている。
また中国・アジアに拠点を置くサプライ
チェーンが寸断され、生産活動に大きな影
響を受けている。

今回の自粛を通じて、国民の生活様式が大
きく変化し、また事業形態やテレワークの
拡大など労働形態が変化したことなどが、
企業活動に様々な改革を迫っていくことが
予測される。

観光・レジャー・スポーツ・文化芸術産業、
トラック・鉄道・航空など交通運輸産業、
小売業・飲食業、農林水産業の回復が不透
明性を増している。

＜具体的な政策事例＞
◎投資減税の拡充、教育訓練への減税措置または助成措置
◎国内回帰に向けた工場立地に対し、固定資産税の減免措置、国内の環境基準をクリアする技術開発支援（薬の製造関係など）
◎資本注入を含めた中小・零細企業への支援 ◎在宅勤務の環境整備への支援 ◎融資拡大にむけた金融機関への指導

①景気・経済へのダメージの深さ

④第３次産業への打撃が長期化

②製造業への影響の大きさ

③国民の生活様式・生活意識の変化
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  １、企業が支出する教育訓練費の推移（１人当たりの月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：厚生労働省「労働者福祉施設制度等調査報告」「賃金労働時間制度総合調査」「就労条件総合調査報告」より 

 

 

 

２、社員の「やる気」「働きがい度」の国際比較 

＜エンゲージメント指数の国別順位＞ 

 

出典：KeneXa High Performance Institute 社の調査 “2011 KeneXa Work Trends Report”より 
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              妊娠・出産・育児に関する保険別の所得補償制度 

出典：厚生労働省ホームページをもとに矢田わか子事務所作成         

ステージ 支援の対象・種類 
        被用者保険加入者 

 
国民健康保険加入者 
（自営業、短時間労働者、
フリーランスなど） 有給休暇扱い 無給扱い 

 

 

産前・産後休暇前 

 
病気による休業 
（妊娠悪阻、切迫流産、 
妊娠高血圧症など） 

通常の給与 

 

傷病手当金の支給 
（休業期間中、標準報酬月額の２／３） 

 

補償なし 
 

 
母健連絡カードによる 
医師からの休業要請等 
（感染へのストレスなど） 

通常の給与 

  
助成制度を準備中 

 
助成制度を準備中 

出産時 分娩・入院費の補助 出産育児一時金４２万円 出産育児一時金４２万円 

 

産前・産後休暇中 
（産前６週・産後８週） 

 

所得補償 

 

通常の給与 

 

出産手当金の支給 
（休業期間中、標準報酬月額の２／３） 
  

 

補償なし 
 

社会保険料の扱い 社会保険料免除 
※この免除措置は、育児休業中も継続 

国民年金保険料を免除 
※出産予定日の前月から４ヶ月間 

 

育児休業取得中 

 

所得補償 

育児休業給付金の支給 
〇給付期間：産後休暇終了翌日～最大 2歳になる前日 

〇給 付 額：休業開始時賃金日額×67％ 

６カ月経過した後は 50％ 

〇給付条件：休業開始前の 2年間に、11日以上就業した月 

が 12 カ月以上 

    

補償なし 



子育て関係支援措置における所得制限

高等教育

＜モデル世帯＞ 母親 子ども３人（２歳児、小学生、大学生）

幼児教育

児童手当

公

的

経

済

支

援

２５,０００円
（２歳 15,000)
(小学生 １0,000）

児童扶養手当

（ひとり親家庭）

５３,３５０円
(１人目 ４３,１６０、２人目加算 １０,１９０）

手 当 月 額 支 給 額

無 償 化

所 得 制 限 限 度 額

目安年収

９６０万円

所得額

１６３万円（全部支給）

３０６万円（一部支給）
（所得額＝各種控除後、養育費８割加算）

無償
（０～２歳児は住民税非課税世帯のみ）

１２５万円
（寡婦の前年所得）

（給与所得者は２０４万円）

支 給 内 容 所 得 制 限 限 度 額

授業料減免・給付型奨学金支給
（住民税非課税世帯とそれに準じる世帯） 目安年収

２７０万（第１区分)

３６０万（第２区分）

４３０万（第３区分）

第１区分（住民税非課税世帯）

①授業料等減免 年間上限 ９６万円（私大）

②給付型奨学金 年間上限 ９１万円（私大、自宅外生）
第２区分＝第１区分の３分の２
第３区分＝第１区分の３分の１

保育所、認定子ども園等
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※公的年金（障害年金、遺族年金等）との併給調整あり

※同居家族の収入によって支給停止基準あり



参議院内閣委員会提出資料⑤（令和 2 年 5 月 28 日）                              立憲・国民.新緑風会・社民 矢田わか子 

 

 

出典：厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」提出資料より抜粋 
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 「第 4 次少子化社会対策大綱（案）」における数値目標 
（結婚・妊娠・出産・働き方関係） 

 

 

 

出典：内閣府「少子化社会対策大綱（案）」より抜粋 



新型コロナウイルス感染症から妊婦を守る（厚労省の対応経過）

◇職場での妊婦への配慮を要請
➡妊婦の感染リスクへの正しい理解
・肺炎を起こすと重症化の可能性

➡感染リスク軽減と感染不安解消の
ためのテレワーク、時差通勤の積
極的な活用の推進

➡医師の指導に基づく勤務時間の
変更や勤務の軽減措置

➡休みやすい環境の整備
・労使協議による特別有休制度の
導入

経済団体･労働団体への要請妊婦の感染症対策を発表4/1 4/1

◇普及啓発等の感染症対策実施
➡妊婦向けのリーフレット配布
・感染予防の留意点など

➡マスクの配布（4/8）
➡職場での配慮の要請行動（右記）
➡周産期医療の提供
・周産期医療体制の検討を都道府
県に依頼（3/19)

・妊産婦への感染回避のため
新型コロナウイルス感染患者を
診ない医療機関の設定（3/1)等

◇働く妊婦への配慮を改めて周知
➡非正規労働者を含む妊婦への配
慮を改めて企業へ周知
①休みやすい環境の整備
②テレワークや時差勤務の活用
③従業員の感染予防の取り組み

➡法に基づく事業主の適切な措置
①母性健康管理措置
（通勤緩和、休憩、妊娠中の症
状に対応する措置）

②時間外労働、休日労働、深夜業
の制限など

企業向けリーフ配布4/10

◇自見政務官による団体要請行動
➡経済団体
・日本経済団体連合会
・日本商工会議所
・全国商工会連合会
・全国中小企業団体中央会
労働団体
・日本労働組合総連合会

➡妊婦への配慮を直接要請
・企業向けリーフ活用をし、妊娠中
の女性労働者等が休みやすい環
境整備、テレワークや時差通勤の
活用促進等について、各企業が
取り組みを進めるよう協力を要請

厚労大臣政務官による各団体要請4/15

実効性の確保が目的

連休中の追加対応を発表

◇臨時相談窓口を設置
➡助産師が妊産婦や乳児保護者の
感染不安等の相談に応じる専用
コールセンターを設置

◇妊婦向けのメッセージ配信
➡各分野の専門家による感染不安
への対応に関する助言等のメッ
セージを配信
（産婦人科医、助産師等）

◇里帰り出産への妊婦の不安対応
➡里帰り出産自粛への不安を抱える
妊婦へのケアを都道府県主管部局
に対して要請

4/24

医療機関の長期休診による
妊婦の不安解消が目的

母性管理措置指針の改正施行5/7

◇事業主に必要な措置を義務務付け
➡男女雇用機会均等法に基づく指
針（告示）を改正（5/1）

➡感染不安によるストレスが妊婦･胎
児の健康に影響があると医師等
が判断した場合、事業主に在宅勤
務･休業･作業の制限等の措置を
義務付け（母健カードの活用）

➡ 5/7～来年1/31まで適用

◇医療従事者の妊婦への配慮要請
➡妊婦が休みやすい環境整備に向
けた代替要員の確保

➡人員配置基準の緩和

妊婦の在宅勤務･休業措置
へ大きな前進

出典：厚生労働省ホームページをもとに、矢田わか子事務所にて作成
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