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年間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援対策推進法」が制定さ

れた。同法は、地方自治体及び事業主が、次世代育成支援のための取組を促進するため

に、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたものであった 2。 

 

２）具体的な施策の内容 

一般事業主の行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出については、301 人以上の

労働者を雇用する事業主は義務づけ、300人以下は努力義務とされた。地方自治体及び事業

主の行動計画策定に関する規定は、2005（平成 17）年 4月から施行されている。 

また、次世代育成支援対策推進法に基づき、 

企業が行動計画に定めた目標を達成したこと 

などの一定の基準を満たした場合に認定され、 

認定マーク（右図 参照）を使用 

することができる仕組みが 2007（平成 19）年 

4 月から開始された。 

 

 

 

３．少子化対策の現況 

 

（１）少子化社会対策大綱 

１）少子化対策大綱の概要 

①策定の背景 

2003 年 7 月、議員立法により、「少子化社会対策基本法」が制定され、同年 9月から

施行された。そしてこの法律に基づき、内閣府に特別の機関として、内閣総理大臣を会

長とし、全閣僚によって構成される少子化社会対策会議が設置された。また、同法は、

少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するため

の施策の大綱の策定を政府に義務づけており、それを受けて、2004 年 6月、「少子化社

会対策大綱」が少子化社会対策会議を経て、閣議決定された。 

②大綱の目的 

大綱では、少子化の急速な進行は社会・経済の持続可能性を揺るがす危機的なもの

と真摯に受け止め、子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感

じることのできる社会への転換を喫緊の課題とし、少子化の流れを変えるための施策

に集中的に取り組むこととしている。 

認定マーク くるみん 
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２）具体的な施策 

子育て家庭が安心と喜びをもって子育てに当たることができるよう社会全体で応援する

との基本的考えに立って、少子化の流れを変えるための施策を国をあげて取り組むべき極

めて重要なものと位置づけ、「3つの視点」と「4つの重点課題」、「28 の具体的行動」を

提示している。 

【3つの視点】 
１．自立への希望と力 
２．不安と障壁の除去 
３．子育ての新たな支え合いと連帯－家族のきずなと地域のきずな 
【４つの重点課題】 
１．若者の自立とたくましい子どもの育ち 
２．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 
３．生命の大切さ、家庭の役割等についての理解 
４．子育ての新たな支え合いと連帯 
 

図表 2-3-9 「少子化対策大綱」の 4つの重点課題と２８の具体的行動 
4つの重点課題 具体的行動 

１．若者の自立とたくましい子どもの育ち 
 

（１）若者の就労支援に取り組む 
（２）奨学金の充実を図る 
（３）体験を通じ豊かな人間性を育成する 
（４）子どもの学びを支援する 

２．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 
 

（５）企業等におけるもう一段の取組を推進する 
（６）育児休業制度等についての取組を推進する 
（７）男性の子育て参加促進のための父親プログラム等を 
   普及する 
（８）労働時間の短縮等仕事と生活の調和のとれた働き方 

の実現に向けた環境整備を図る 
（９）妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境 

の整備を進める 
（10）再就職等を促進する 
 

３．生命の大切さ、家庭の役割等についての

理解 
 

（11）乳幼児とふれあう機会の充実等を図る 
（12）生命の大切さ、家庭の役割等についての理解を進め 
   る 
（13）安心して子どもを生み、育てることができる社会の 

形成についての理解を進める 
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４．子育ての新たな支え合いと連帯 
 

（地域における子育て支援） 
（14）就学前の児童の教育・保育を充実する 
（15）放課後対策を充実する 
（16）地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の 

充実を図る 
（17）家庭教育の支援に取り組む 
（18）地域住民の力の活用、民間団体の支援、世代間交流 

を促進する 
（19）児童虐待防止対策を推進する 
（20）特に支援を必要とする家庭の子育て支援を推進する 
（21）行政サービスの一元化を推進する 
 
（子どもの健康の支援） 
（22）小児医療体制を充実する 
（23）子どもの健康を支援する 
 
（妊娠・出産の支援） 
（24）妊娠・出産の支援体制、周産期医療体制を充実する 
（25）不妊治療への支援等に取り組む 
 
（子育てのための安心、安全な環境） 
（26）良質な住宅・居住環境の確保を図る 
（27）子育てバリアフリーなどを推進する 
 
（経済的負担の軽減） 
（28）児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深め 

る 
 

 
  
（２）「子ども・子育て応援プラン」 

１）子ども・子育て応援プランの概要 

①策定の背景 
エンゼルプランと新エンゼルプランは保育関連事業が中心だったが、それだけでは少子

化を食い止めることはできないとして、続く５ヵ年計画は、国全体で「子どもを生み、育

てることに喜びを感じることのできる社会」への転換を目指す施策を打ち出した。 
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少子化社会対策大綱の掲げる上記の 4つの重点課題に沿って、2005年度から 2009（平
成 21）年度までの 5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げ、施策の項目数は約 130
に及ぶ総合的な計画である。国民の目線も取り入れ、おおむね 10年後を展望した「目指
すべき社会」の姿を提示し、それに向けた、この 5年間の施策である。 
 

目指すべき社会の姿 

・子どもを生み、育てることに喜びを感じることができる社会 

・夢と希望にあふれる若者が育まれ、家庭を築き、安心と喜びを持って子育てに当たっていくこ

とを全体で応援する環境 

 
目標値は、全国の市町村の行動計画とリンクしたものにすることにより、応援プランの

推進が、全国の市町村行動計画の推進を支援することにもなる。 
少子化の原因である未婚化の進行にある背景として、フリーターやニートの増大等に

見られる若者の自立の困難さがあるとして若者の就労支援や体験活動の重要性を最初に

出し、命の大切さや家庭の役割についての理解の促進という精神面での啓発活動の重要

性を強調している。 
 
 
２）具体的な施策の内容 
【施策の項目】 
１．若者の自立とたくましい子どもの育ち 
１) 若者の就労支援の充実 
２) 奨学金事業の充実 
３) 体験活動を通じた豊かな人間性の育成 
４) 子どもの学びの支援 
２．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 
３．生命の大切さ、家庭の役割等についての理解 
４．子育ての新たな支え合いと連帯 
 １) きめ細かい地域子育て支援の展開 
２) 子育て家庭が必要なときに利用できる保育サービス等の充実 
３) 家庭教育支援の充実 
４) 特に支援を必要とする子どもとその家庭に対する支援の推進 
５) いつでも安心して小児医療、母子保健医療が受けられる体制の整備 
６) 子育てに安心、安全な住まいやまちづくり 
７) 経済的負担の軽減 
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（３）新しい少子化対策 
１）新しい少子化対策の概要 
①策定の背景 

2005 年、日本は 1899年に人口動態の統計をとり始めて以来、初めて総人口が減少に

転じ、出生数は 106万人、合計特殊出生率は 1.26 と、いずれも過去最低を記録した。 

こうした予想以上の少子化の進行に対処し、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転

換を図るため、2006年 6 月、政府・与党の合意を得て、少子化社会対策会議において

「新しい少子化対策について」が決定された。 

 

②特徴 

「新しい少子化対策」は、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図るため、[1]社

会全体の意識改革と、[2]子どもと家族を大切にする観点からの施策の拡充という 2点を

重視し、40項目にわたる具体的な施策を掲げている 

特に、家族・地域のきずなの再生や社会全体の意識改革を図るための国民運動の推進

を強調していること、親が働いているかいないかにかかわらず、すべての子育て家庭を

支援するという観点から、子育て支援策の強化を打ち出していること、子どもの成長に

応じて子育て支援のニーズが変わっていくことに着目し、妊娠・出産から高校・大学生

期に至るまで、子どもの成長に応じて、年齢進行ごとの 4期に分けて子育て支援策を掲

げていること、などが特徴的な点といえる。 

 

２）具体的な施策の内容 

「新しい少子化対策」は、2007 年度予算等に反映された。例えば、児童手当制度におけ

る乳幼児加算の創設（2007 年 4 月から、3歳未満児の児童に対する児童手当の月額を従来

の 5,000 円から一律 1万円に引き上げ）、生後 4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤

ちゃん事業）の実施（生後 4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に

関する情報提供や養育環境等の把握を実施）、育児休業給付率の引き上げ（育児休業の取

得促進を図るため、2007年 10 月から、育児休業給付の給付率を休業前賃金の 40％（うち、

職場復帰後 10％）から 50％（同 20％）に暫定的に引き上げ（2009 年度までの時限措置））、

放課後子どもプランの推進（各市町村において、放課後子ども教室と放課後児童クラブを

一体的あるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」を 2007 年度に創設し、原則とし

てすべての小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所を確保）などに必要な予

算措置、企業が一定要件を満たす事業所内託児施設を設置した場合における税制上の優遇

措置が講じられた。 
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（４）子どもと家族を応援する日本重点戦略 
１）子どもと家族を応援する日本重点戦略の概要 
①策定の背景 

  平成 18年将来推計人口において示された少子高齢化についての一層厳しい見通し

（将来人口推計における 2055年の姿：生涯未婚率 23.6%、夫婦の出生児数 1.69 人、合

計特殊出生率 1.26 人）や社会保障審議会の「人口構造の変化に関する特別部会」の議

論の整理等を踏まえ、2007（平成 19）年 2月 6日、少子化社会対策会議において「子

どもと家族を応援する日本」重点戦略（以下「重点戦略」という。）の策定方針が決

定され、同会議の下に「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議（以下「重

点戦略検討会議」という。）が設置された。 

②特徴 

重点戦略は、上記の少子高齢化の一層厳しい見通しという現実と実際の結婚や出産・

子育てに関する国民の希望のかい離に注目し、国民の希望を実現するには何が必要であ

るかに焦点を当てて検討が進められた点が特徴であり、「基本戦略分科会」「働き方の

改革分科会」「地域・家族の再生分科会」「点検・評価分科会」の 4つの分科会を設け

て検討が進められ、2007 年 6月の中間報告を経て、同年 12 月にとりまとめられた。 

なお、重点戦略の中間報告において最優先課題とされた働き方の改革による仕事と生

活の調和の実現については、2007 年 7月、内閣官房長官を議長とし、関係閣僚、経済界

や労働界、地方の代表者及び有識者で構成する「ワーク・ライフ・バランス推進官民ト

ップ会議」が設けられ、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以

下「憲章」という。）及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（以下「行動指

針」という。）が決定された。憲章及び行動指針は、基盤となる包括的な次世代育成支

援の枠組みの構築と、「車の両輪」として同時並行的に推進していくことが必要不可欠で

あるとして、重点戦略に反映されている。 

 
（５）ゼロから考える少子化対策プロジェクトチームの提言 
新しい「少子化社会対策大綱」作成に資するため、少子化対策担当大臣の下に、「ゼロか

ら考える少子化社会対策プロジェクトチーム」が発足し、有識者、国民各層の意見を聴取

する目的で、「恋愛・結婚」「若者の雇用と自立支援」「不妊治療」「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）・働き方・父親の子育て支援」等様々なテーマを設定し全１０回

に渡り開催された。子育て世代当事者の観点、利用者の観点から既存の枠にとらわれるこ

と無く議論が行われた。第 10 回の議論では取りまとめが行われ、「みんなの少子化対策」
として、以下の 3つの「ない」を解消するため、これからの少子化対策への 10の提言がさ
れた。 
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＜３つの「ない」・・・これまで足りなかったもの＞ 

①関心（合意）がない→国民“みんなの少子化対策”を目指す 
みんなが具体的な行動を起こす。 
②広がりがない→ライフサイクルを通じた総合的な支援を目指す 
なぜ結婚できないのか、からスタートする。 
子どもが主人公 
③財源が足りない→未来の子ども達のためにはみんなで負担を分かち合う 
 消費税１％を〈子ども達〉のために 
 
 
＜これからの少子化対策・・・10 の提言＞ 

①少子化対策の第一歩は“恋愛・結婚”から 
少子化の背景にある恋愛・結婚にまで視野を広げて政策的対応を図る。 

②若者が安心して家族をもてるようにする 
家族形成可能な就労・経済的自立への支援など包括的な若者支援に取り組む。 

③妊娠や家族形成に関する認識を深める 
 学校段階から妊娠や不妊治療について正しい知識を得られるようにする。 

④厳しい経済情勢の今だからこそ働き方を変える 
仕事と生活を調和させるメリハリのある働き方に向け具体的行動を起こす。 

⑤幼児教育と保育の総合的な検討を 
 幼児教育の無償化や保育制度改革は利用者の視点に立って行う。 
⑥子どもの貧困と格差の連鎖を防止する 
 ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）等への効果的な支援を行う。 
⑦家計の過重な教育費負担の軽減を 
就学援助、授業料減免、奨学金等により家計の教育費負担の軽減を図る。 

⑧社会全体で子育てを支える 
人づくり、まちづくりを通じて家庭や地域の子育て支援機能を強化する。 

⑨子どもが病気になったときにも安心を 
子どもが病気になったときの親の不安の解消と病児保育の充実を図る。 

⑩消費税１％分を〈子どもたち〉のために 
安定的な財源を確保して少子化対策を拡充する。 
 

この１０の提言とメッセージには、政策も少子化に取り組んでいくと同時に、国民一人ひ

とりが職場で、家庭で、地域で国民の希望がかなうような地域、職場、家庭をつくってい

くというメッセージが込められている。 
 


