
（エンゼルプランと新エンゼルプラン）
我が国では、1990（平成２）年の「1.57

ショック」1を契機に、政府は、出生率の低

下と子どもの数が減少傾向にあることを

「問題」として認識し、仕事と子育ての両立

支援など子どもを生み育てやすい環境づく

りに向けての対策の検討を始めた。

最初の具体的な計画が、1994（平成６）

年12月、文部、厚生、労働、建設の４大臣

合意により策定された「今後の子育て支援

のための施策の基本的方向について」（エン

ゼルプラン）であり、今後10年間に取り組

むべき基本的方向と重点施策を定めた計画

であった。

エンゼルプランを実施するため、保育所

の量的拡大や低年齢児（０～2歳児）保育、

延長保育等の多様な保育サービスの充実、

地域子育て支援センターの整備等を図るた

めの「緊急保育対策等５か年事業」が策定

され、1999（平成11）年度を目標年次とし

て、整備が進められることとなった。

その後、1999年12月、少子化対策推進関

係閣僚会議において、「少子化対策推進基本

方針」が決定され、同年同月、この方針に
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1 1990年の1.57ショックとは、前年（1989（平成元）年）の合計特殊出生率が1.57と、「ひのえうま」とい
う特殊要因により過去最低であった1966（昭和41）年の合計特殊出生率1.58を下回ったことが判明した
ときの衝撃を指している。

少子化対策の取組

基づく重点施策の具体的実施計画として、

「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実

施計画について」（新エンゼルプラン。大蔵、

文部、厚生、労働、建設、自治の６大臣合

意）が策定された。新エンゼルプランは、

従来のエンゼルプランと緊急保育対策等５

か年事業を見直したもので、2000（平成12）

年度を初年度として2004（平成16）年度ま

での計画であった。最終年度に達成すべき

目標値の項目には、これまでの保育サービ

ス関係だけでなく、雇用、母子保健・相談、

教育等の事業も加えた幅広い内容となった。

第1節 これまでの少子化対策

「1.57ショック」から
「新しい少子化対策」まで1
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第1-2-1図　少子化対策の経緯

1990（平成   2）年 

1994（平成   6）年12月 

1999（平成 11）年12月 

                 99年12月 

2001（平成13）年 7月 

2002（平成14）年 9月 

2003（平成15）年 7月 

2004（平成16）年 6月 

2004（平成16）年12月 

2005（平成17）年 4月 

2006（平成18）年 6月 

2007（平成19）年12月 

＜1.57ショック＞　＝　少子化の傾向が注目を集める 

少子化対策推進基本方針 

新エンゼルプラン 

（2000（平成12）年度～04（平成16）年度） 

 

新しい少子化対策 

子ども・子育て応援プラン 

（2005（平成17）年度～09（平成21）年度） 

 

待機児童ゼロ作戦 

少子化対策プラスワン 

次世代育成支援対策推進法 少子化社会対策基本法 

地方公共団体、企業等に
おける行動計画の策定・
実施 

仕事と生活の調和（ワ
ーク･ライフ･バランス）
憲章及び行動指針 

「子どもと家族を応援

する日本」重点戦略 

少子化社会対策大綱 

エンゼルプラン　＋　緊急保育対策等5か年事業 

（1995（平成7）年度～1999（平成11）年度） 

 

第1節●これまでの少子化対策



24

（次世代育成支援対策推進法）
2002（平成14）年９月に厚生労働省にお

いてまとめられた「少子化対策プラスワン」

では、従来の取組が、仕事と子育ての両立

支援の観点から、特に保育に関する施策を

中心としたものであったのに対し、子育て

をする家庭の視点から見た場合、より全体

として均衡のとれた取組を着実に進めてい

くことが必要であり、さらに、「男性を含

めた働き方の見直し」、「地域における次世

代支援」、「社会保障における次世代支援」、

「子どもの社会性の向上や自立の促進」と

いう4つの柱に沿って、社会全体が一体と

なって総合的な取組を進めることとされ

た。これを踏まえ、家庭や地域の子育て力

の低下に対応して、次世代を担う子どもを

育成する家庭を社会全体で支援するため、

2003（平成15）年３月、少子化対策推進関

係閣僚会議において、「次世代育成支援に

関する当面の取組方針」が決定された。そ

の後、2003年７月、この方針に基づき、地

方自治体及び企業における10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。

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「くるみん（94ペー

ジ参照）」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。

（少子化社会対策基本法と少子化社会
対策大綱）
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。

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。そし

て、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。

2 具体的には、地方公共団体及び事業主は、国が策定する行動計画策定指針に基づき、次世代育成支援
対策の実施により達成しようとする目標及び実施しようとする対策の内容及びその実施時期等を定め
た行動計画を策定することとされている。
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（子ども・子育て応援プラン）
少子化社会対策大綱に盛り込まれた施策

について、その効果的な推進を図るため、

2004年12月、少子化社会対策会議において、

「少子化社会対策大綱に基づく具体的実施計

画」（子ども・子育て応援プラン）が決定さ

れ、2005年度から実施されている。

子ども・子育て応援プランは、少子化社

会対策大綱の掲げる４つの重点課題に沿っ

て、国が、地方自治体や企業等とともに計

画的に取り組む必要がある事項について、

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。また、子ども・子育て応援プラ

ンでは、サービスの受け手である国民の目

第1-2-2図　少子化社会対策大綱の3つの視点と4つの重点課題

3つの視点 
　Ⅰ　自立への希望と力 
　Ⅱ　不安と障壁の除去 
　Ⅲ　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 
　Ⅰ　若者の自立とたくましい子どもの育ち 
　Ⅱ　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 
　Ⅲ　生命の大切さ、家庭の役割等についての理解 
　Ⅳ　子育ての新たな支え合いと連帯 

重点課題に取り組むための28の行動 

【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 

【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 

【子育ての新たな支え合いと連帯】 
（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 
（22）小児医療体制を充実する 
（23）子どもの健康を支援する 
（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 
（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 
（28）児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深める 

【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 
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線も取り入れることによって、国民の側か

らみて、「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」への転換がどのように進んで

いるかわかるよう、おおむね10年後を展望

した「目指すべき社会」の姿を提示してい

る。

子ども・子育て応援プランに盛り込まれ

た目標値については、策定当時、全国の市

町村が策定作業中の次世代育成支援に関す

る行動計画における子育て支援サービスの

集計値を基礎において設定されている。全

国の市町村計画とリンクしたものにするこ

とにより、子ども・子育て応援プランの推

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。

第1-2-3図　「子ども・子育て応援プラン」の概要

若者の自立と
たくましい子ど
もの育ち 

○若者が意欲を持って就業し経済的にも自立［フリータ

ー約200万人、若年失業者・無業者約100万人それ

ぞれについて低下を示すような状況を目指す］ 

○教育を受ける意欲と能力のある者が経済的理由で修

学を断念することのないようにする 

○各種体験活動機会が充実し、多くの子どもが様々な

体験を持つことができる 

○希望する者すべてが安心して育児休業等を取得 

   ［育児休業取得率 男性10％、女性80％、小学校修学

始期までの勤務時間短縮等の措置の普及率25％］ 

○男性も家庭でしっかりと子どもに向き合う時間が持て

る［育児期の男性の育児等の時間が他の先進国並み

に］ 

○働き方を見直し、多様な人材の効果的な育成活用に

より、労働生産性が上昇し、育児期にある男女の長時

間労働が是正 

○全国どこでも歩いていける場所で気兼ねなく親子で集

まって相談や交流ができる（子育て拠点施設がすべて

の中学校区に1か所以上ある） 

○全国どこでも保育サービスが利用できる［待機児童が

50人以上いる市町村をなくす］ 

○児童虐待で子どもが命を落とすことがない社会をつく

る［児童虐待死の撲滅を目指す］ 

○全国どこでも子どもが病気の際に適切に対応できるよ

うになる 

○妊産婦や乳幼児連れの人が安心して外出できる［不安

なく外出できると感じる人の割合の増加］ 

○多くの若者が子育てに肯定的な（「子どもはかわいい」、

「子育てで自分も成長」）イメージを持てる 

仕事と家庭の
両立支援と働
き方の見直し 

生命の大切さ、
家庭の役割等
についての理
解 

子育ての新た
な支え合いと
連帯 

○若年者試用（トライアル）雇用の積極的活用（常

用雇用移行率80％を2006年度までに達成） 

○日本学生支援機構奨学金事業の充実（基準

を満たす希望者全員の貸与に向け努力） 

○学校における体験活動の充実（全国の小・中・

高等学校において一定期間のまとまった体験

活動の実施） 

○企業の行動計画の策定・実施の支援と好事例

の普及（次世代法認定企業数を計画策定企

業の20％以上、ファミリーフレンドリー表彰企

業数を累計700企業） 

○個々人の生活等に配慮した労働時間の設定

改善に向けた労使の自主的取組の推進、長

時間にわたる時間外労働の是正（長時間にわ

たる時間外労働を行っている者を1割以上減少） 

○保育所、児童館、保健センター等において中、

高校生が乳幼児とふれあう機会を提供（すべ

ての施設で受入を推進） 

○全国の中、高等学校において、子育て理解教

育を推進 

○地域の子育て支援の拠点づくり（つどいの広
場事業、地域子育て支援センター合わせて全
国6,000か所での実施） 

○待機児童ゼロ作戦のさらなる展開（待機児童
の多い市町村を中心に保育所受入児童数を
215万人に拡大） 

○児童虐待防止ネットワークの設置（全市町村） 
○小児救急医療体制の推進（小児救急医療圏
404地区をすべてカバー） 

○子育てバリアフリーの推進（建築物、公共交通
機関及び公共施設等の段差解消、バリアフリ
ーマップの作成） 

【4つの重点課題】 【2009年度までの5年間に講ずる施策と目標（例）】 【目指すべき社会の姿〔おおむね10年後を展望〕（例）】 
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（新しい少子化対策）
2005年、我が国は1899（明治32）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」（以下「新し

い少子化対策」という。）が決定された。

「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（第1-2-4図）。

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。

「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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第1-2-4図　新しい少子化対策の概要

○２００６年６月２０日、少子化対策に関する政府・与党協議会において合意 
○同日、少子化社会対策会議（会長：総理、全閣僚で構成）で決定 
○「骨太方針２００６」に盛り込み、強力に推進 

2005年は総人口が減少に
転ずるとともに、出生数及び 
合計特殊出生率はいずれも 
過去最低を記録。 

急速な少子化の進行 
と人口の減少 

経済産業や社会保障の問題にとどまらず、国や社会の存立基盤に関わる問題 

社会意識を問い直し、家族の重要性の再認識、若い世代の 
不安感の原因に総合的に対応するため 

（１）　社会全体の意識改革 
    ・　子どもの誕生を祝福し、子どもを慈しみ、守り育てることは、社会の基本的な責任 

    ・　国、地方公共団体、企業、地域社会等が連携の下で社会全体の意識改革に取り組む 

（２）　子どもと家族を大切にするという視点にたった施策の拡充 
　①　子育ては第一義的には家族の責任であるが、子育て家庭を、国、地方公共団体、企業、地域等、社会全体で支援 

　②　すべての子育て家庭を支援するため地域における子育て支援策を強化（特に在宅育児、放課後対策） 

　③　仕事と子育ての両立支援の推進や、子どもと過ごす時間を確保できるよう男性を含めた働き方の改革 

　④　親の経済力が低く、仕事や家庭生活の面でも課題が多い出産前後や乳幼児期において、経済的負担の軽減を含めた総合的な対策の推進 

　⑤　就学期における子どもの安全対策、出産・子育て期の医療ニーズに対応できる体制の強化、特別な支援を要する子ども及びその家族への 

　　　支援の拡充 

 

新しい少子化対策の推進 

（１）子育て支援策 

Ⅰ　新生児・乳幼児期（妊娠・出産から乳幼児期まで） 
①　出産育児一時金の支払い手続の改善 
②　妊娠中の健診費用軽減 
③　不妊治療の公的助成の拡大 
④　妊娠初期の休暇などの徹底・充実 
⑤　産科医等の確保等産科医療システムの充実 
⑥　児童手当制度における乳幼児加算の創設 
⑦　子育て初期家庭に対する家庭訪問を組み入れた子育て支援ネットワー 
 　   クの構築 

Ⅱ　未就学期（小学校入学前まで） 
①　全家庭を対象とする地域における子育て支援拠点の拡充 
②　待機児童ゼロ作戦の更なる推進 
③　病児・病後児保育、障害児保育等の拡充 
④　小児医療システムの充実 
⑤　行動計画の公表等次世代育成支援対策推進法の改正の検討 
⑥　育児休業や短時間勤務の充実・普及 
⑦　事業所内託児施設を含め従業員への育児サービスの提供の促進 
⑧　子どもの事故防止策の推進 
⑨　就学前教育についての保護者負担の軽減策の充実 
 

Ⅲ　小学生期 
①　全小学校区における「放課後子どもプラン」の推進 
②　スクールバスの導入等、学校や登下校時の安全対策 

Ⅳ　中学生・高校生・大学生期 
①　奨学金の充実等 
②　学生ベビーシッター等の推奨 

（２）働き方の改革 

①　若者の就労支援 
②　パートタイム労働者の均衡処遇の推進 
③　女性の継続就労・再就職支援 
④　企業の子育て支援の取組の推進 
⑤　長時間労働の是正等の働き方の見直し 
⑥　働き方の見直しを含む官民一体子育て支援推進運動 
 

（３）その他の重要な施策 

①　子育てを支援する税制等を検討 
②　里親・養子縁組制度の促進と広報・啓発 
③　地域の退職者、高齢者等の人材活用による世代間交流の 
　　推進 
④　児童虐待防止対策及び要保護児童対策の強化 
⑤　母子家庭等の総合的な自立支援対策の推進 
⑥　食育の推進 
⑦　家族用住宅、三世代同居・近居の支援 
⑧　結婚相談等に関する認証制度の創設 
 

国民運動の推進 

（１）　家族・地域のきずなを再生する国民運動 
①　「家族の日」や「家族の週間」の制定 
②　家族・地域のきずなに関する国、地方公共団体による行事の開催 
③　働き方の見直しについての労使の意識改革を促す国民運動 
 

（２）　社会全体で子どもや生命を大切にする運動 
①　マタニティマークの広報・普及 
②　有害な情報の流通への注意と子どもに有用な情報提供 
③　生命や家族の大切さについての理解の促進 

少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図る 

出  生  率  の  低  下  傾  向  を  反 転  さ  せ  る 


