
1 はじめに

少子高齢化という最大の壁に立ち向かうた
め、政府は2017（平成29）年12月8日、「人
づくり革命」と「生産性革命」を車の両輪と
する「新しい経済政策パッケージ」を閣議決
定した。（第1-2-6図）このうち、「人づくり
革命」については、無限の可能性を持つ子供
たちのため、消費税の使い道を見直し、幼児
教育無償化を一気に進めるとともに、真に必
要な子供たちに対する高等教育の無償化など
が盛り込まれた。これは、子育て世代、子供
たちに大胆に政策資源を投入することで、社
会保障制度を、お年寄りも若者も安心できる
全世代型へと改革し、子育て、介護などの現
役世代の不安を解消し、希望出生率1.8、介
護離職ゼロの実現を目指すものである。
この特集では、新しい経済政策パッケージ
の内容を中心に、人生100年時代を見据えた
人づくり革命の内容を紹介する。

2-1  人生100年時代を見据
えた人づくり革命

我が国は、健康寿命が世界一の長寿社会を
迎えており、今後の更なる健康寿命の延伸も
期待される。10年前に我が国で生まれた子
供たちの半分は、107歳まで生きるという研
究もある。こうした人生100年時代に、高齢
者から若者まで、全ての国民に活躍の場があ
り、全ての人が元気に活躍し続けられる社
会、安心して暮らすことのできる社会をつく
るためには、幼児教育から小・中・高等学校
教育、高等教育、更には社会人の学び直しに
至るまで、生涯を通じて切れ目なく、質の高
い教育を用意し、いつでも有用なスキルを身
につけられる学び直しの場が、安定的な財源
の下で提供される必要があるほか、高齢者向

けの給付が中心となっている我が国の社会保
障制度を、子供・若者から高齢者まで誰もが
安心できる「全世代型の社会保障」へ大きく
転換していく必要がある。
その重要な鍵を握るのが「人づくり革命」、
人材への投資である。これまでも政府は、誰
もが生きがいを持って生活を送られるように
するために、一億総活躍社会の実現や働き方
改革に取り組み、「人への投資」に力を入れ
てきたところであるが、こうした人生100年
時代を見据えた人づくり革命は、一億総活躍
社会をつくっていく上での本丸であり、人づ
くり革命なしには一億総活躍社会をつくり上
げることはできない。
人づくりこそが次なる時代を切り拓く原動
力である。これまでの画一的な発想にとらわ
れない人づくり革命を断行し、日本を誰にで
もチャンスがあふれる国へと変えていく。そ
の際、様々な理由でスタートラインにすら立
てない方に対して温かな手を差し伸べること
が必要である。

2-2  「新しい経済政策パッケージ」
と人生100年時代構想会議

人生100年時代を見据えた経済社会システ
ムを創り上げるための政策のグランドデザイ
ンを検討する会議として、2017（平成29）
年9月に「人生100年時代構想会議」が開催
された。これまで、「幼児教育、高等教育の
無償化・負担軽減」、「リカレント教育」、「大
学改革」等のテーマについて精力的な議論を
行ってきた。本構想会議の審議を踏まえて、
政府は、「新しい経済政策パッケージ」（2017
年12月8日閣議決定）において「人づくり革
命」の取組を取りまとめた。
以下では、この新しい経済政策パッケージ
から、「幼児教育の無償化」「待機児童の解消」
「高等教育の無償化」「私立高等学校の授業料
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の実質無償化」について、そしてこれらの施
策を実現するための安定財源について紹介す
る。

3-1  幼児教育の無償化

幼児教育・保育の役割
20代や30代の若い世代が理想の子供数を
持たない理由は、「子育てや教育にお金がか
かりすぎるから」が最大の理由であり、教育
費への支援を求める声が多い。子育てと仕事
の両立や、子育てや教育にかかる費用の負担
が重いことが、子育て世代への大きな負担と
なり、我が国の少子化問題の一因ともなって
いる。（第1-2-7図）このため、保育の受け
皿拡大を図りつつ、幼児教育の無償化をはじ
めとする負担軽減措置を講じることは、重要
な少子化対策の一つである。

また、幼児期は、能力開発、身体育成、人
格の形成、情操と道徳心の涵養にとって極め
て大切な時期であり、この時期における家
族・保護者の果たす第一義的な役割ととも
に、幼児教育・保育の役割は重要である。幼
児教育・保育は、知識、IQなどの認知能力
だけではなく、根気強さ、注意深さ、意欲な
どの非認知能力の育成においても重要な役割
を果たしている。加えて、人工知能などの技
術革新が進み、新しい産業や雇用が生まれ、
社会においてコミュニケーション能力や問題
解決能力の重要性が高まっている中、こうし
た能力を身につけるためにも、幼児期の教育
が特に重要であり、幼児教育・保育の質の向
上も不可欠である。
さらに、幼児教育が、将来の所得の向上や
生活保護受給率の低下等の効果をもたらすこ
とを示す世界レベルの著名な研究結果もあ
り、諸外国においても、3歳～5歳児の幼児
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教育について、所得制限を設けずに無償化が
進められているところである。（第1-2-8図）
政府においては、2014（平成26）年度以
降、幼児教育無償化の段階的推進に取り組ん
できたところであり、幼稚園、保育所、認定
こども園において、生活保護世帯の全ての子

供の無償化を実現するとともに、第3子以降
の保育料の無償化の範囲を拡大してきた。そ
して、2017（平成29）年度には、住民税非
課税世帯では、第3子以降に加えて、第2子
も無償とするなど、無償化の範囲を拡大して
きた1。

1　第2部第2章第1節「子育て」参照

 第1-2-7図 子育てに積極的になる要素

資料：内閣府平成26年度「結婚・家族形成に関する意識調査」より作成。
※20代、30代の男女を対象とした調査。
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具体的内容
子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型
へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を
一気に加速する。広く国民が利用している3
歳から5歳までの全ての子供たちの幼稚園、
保育所、認定こども園の費用を無償化する。
なお、「子ども・子育て支援新制度」の対象
とならない幼稚園については、公平性の観点
から、同制度における利用者負担額を上限と
して無償化する。
幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償
化措置の対象範囲等については、専門家の声
も反映する検討の場を設け、現場及び関係者
の声に丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性及
び公平性の観点から、2018（平成30）年夏
までに結論を出す。
0歳～2歳児が9割を占める待機児童につい
て、3歳～5歳児を含めその解消が当面の最

優先課題である。待機児童を解消するため、
「子育て安心プラン」1を前倒しし、2020（平
成32）年度末までに32万人分の保育の受け
皿整備を着実に進め、一日も早く待機児童が
解消されるよう、引き続き現状を的確に把握
しつつ取組を進めていく。こうした取組と併
せて、0歳～2歳児についても、当面、住民
税非課税世帯を対象として無償化を進めるこ
ととし、現在は、住民税非課税世帯の第2子
以降が無償とされているところ、この範囲を
全ての子供に拡大する。
なお、0歳～1歳児は、ワークライフバラ
ンスを確保するため、短時間勤務など多様な
働き方に向けた環境整備、企業による職場復
帰の確保など男性を含め育児休業を取りやす
くする取組、育児休業明けの保育の円滑な確
保、病児保育の普及等を進めるなど、引き続
き、国民の様々な声や制度上のボトルネック

1　第2部第1章第1節「子育て安心プラン等」参照
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を的確に認識し、重層的に取り組んでいく。

政府においては、2018年1月に、人づくり
革命担当大臣の下に「幼稚園、保育所、認定
こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関
する検討会」を開催することとし、同検討会
は、5月に報告書を取りまとめた。この報告
書を踏まえ、政府は、幼稚園、保育所、認定
こども園以外の無償化措置の対象範囲等の検
討を行っている。

幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措
置の対象範囲等に関する検討会構成員

（座長） 増田　寛也　 東京大学公共政策大学院客
員教授

 林　　文子　横浜市長 
 樋口　美雄　 独立行政法人労働政策研

究・研修機構理事長 
 無藤　隆　　 白梅学園大学大学院子ども

学研究科特任教授
（※肩書は2018年４月時点）

また、就学前の障害児の発達支援（いわゆ
る障害児通園施設）についても、併せて無償
化を進めていく。さらに、人工呼吸器等の管
理が必要な医療的ケア児に対して、現在、看
護師の配置・派遣によって受入れを支援する
モデル事業を進めている。こうした事業を一
層拡充するとともに、医療行為の提供の在り
方について議論を深め、改善を図る。海外の
日本人学校幼稚部についても実態把握を進め
る。
引き続き、少子化対策及び乳幼児期の成育
の観点から、0歳～2歳児保育の更なる支援
について、また、諸外国における義務教育年
齢の引下げや幼児教育無償化の例等を幅広く
研究しつつ、幼児教育の在り方について、安
定財源の確保と併せて、検討する。

3-2 待機児童の解消

待機児童の解消
待機児童の解消は、待ったなしの課題であ
り、「子育て安心プラン」を前倒しし、2020
（平成32）年度末までに32万人分の受け皿整
備を行う。幼児教育の無償化よりも待機児童
の解消を優先すべきとの声がある。幼児教育
の無償化は消費税率引上げによる増収にあわ
せて取組を進めていくのに対し、子育て安心
プランは、2018（平成30）年度から早急に
実施していく。併せて、保育士の確保や他産
業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取
り組むこととし、今年度の人事院勧告に伴う
賃金引上げに加え、2019年4月から更に1％
（月3000円相当）の賃金引上げを行う。

放課後子ども総合プラン
「放課後子ども総合プラン」に基づく2019
（平成31）年度末までの約30万人分の新たな
受け皿の確保を、2018（平成30）年度まで
に前倒しする。さらに、状況を踏まえ、その
後の在り方について検討する。

3-3 高等教育の無償化

これまでの取組と基本的考え方
高等教育は、国民の知の基盤であり、イノ
ベーションを創出し、国の競争力を高める原
動力でもある。大学改革、アクセスの機会均
等、教育研究の質の向上を一体的に推進し、
高等教育の充実を進める必要がある。
高等教育の負担軽減については、これまで
も、授業料減免の拡大とともに、奨学金制度
については、有利子から無利子への流れを加
速し、必要とする全ての学生が無利子奨学金
を受けられるよう充実を図ってきているほ
か、返還猶予制度の拡充による返還困難時の
救済策の充実などに取り組んできた。また、
2017（平成29）年度からは、意欲と能力が

50



あるにもかかわらず、経済的理由によって進
学を断念することがないよう、給付型奨学金
制度を新たに創設したほか、卒業後の所得に
連動して返還月額が決定されることによっ
て、所得が低い状況でも無理なく返還するこ
とを可能とする新たな所得連動返還型奨学金
制度を導入した。また、無利子奨学金につい
ても低所得者世帯の子供に係る成績基準を実
質的に撤廃するとともに、残存適格者を解消
することとした。
最終学歴によって平均賃金に差があること
は厳然たる事実である。また、貧しい家庭の
子供たちほど大学への進学率が低い、これも
また事実である。貧困の連鎖を断ち切り、格
差の固定化を防ぐため、どんなに貧しい家庭
に育っても、意欲さえあれば専修学校、大学
に進学できる社会へと改革する。所得が低い
家庭の子供たち、真に必要な子供たちに限っ
て高等教育の無償化を実現する。このため、
授業料の減免措置の拡充と併せ、給付型奨学
金の支給額を大幅に増やす。

具体的内容
低所得者層の進学を支援し、所得の増加を
図り、格差の固定化を解消することが少子化
対策になるとの観点から、また、真に支援が
必要な子供たちに対して十分な支援が行き届
くよう、支援措置の対象は、低所得世帯に限
定する。
第一に、授業料の減免措置については、大
学、短期大学、高等専門学校及び専門学校
（以下「大学等」という。）に交付することと
し、学生が大学等に対して授業料の支払いを
行う必要がないようにする。住民税非課税世
帯の子供たちに対しては、国立大学の場合は
その授業料を免除する。また、私立大学の場
合は、国立大学の授業料に加え、私立大学の
平均授業料の水準を勘案した一定額を加算し
た額までの対応を図る。1年生に対しては、
入学金についても、免除する。
第二に、給付型奨学金については、学生個
人に対して支払うこととする。これについて

は、支援を受けた学生が学業に専念できるよ
うにするため、学生生活を送るのに必要な生
活費を賄えるような措置を講じる。在学中に
学生の家計が急変した場合も含め対応する。
また、全体として支援の崖・谷間が生じな
いよう、住民税非課税世帯に準ずる世帯の子
供たちについても、住民税非課税世帯の子供
たちに対する支援措置に準じた支援を段階的
に行い、給付額の段差をなだらかにする。

支援対象者の要件
支援対象者については、高校在学時の成績
だけで判断せず、本人の学習意欲を確認す
る。他方、大学等への進学後については、そ
の学習状況について一定の要件を課し、これ
に満たない場合には支援を打ち切ることとす
る。具体的には、大学等に進学後、単位数の
取得状況、GPA（平均成績）の状況、学生
に対する処分等の状況に応じて、支給を打ち
切ることとし、これを内容とする給付要件を
定める。

支援措置の対象となる大学等の要件
こうした支援措置の目的は、大学等での勉
学が就職や起業等の職業に結びつくことによ
り格差の固定化を防ぎ、支援を受けた子供た
ちが大学等でしっかりと学んだ上で、社会で
自立し、活躍できるようになることである。
このため、支援措置の対象となる大学等は、
その特色や強みを活かしながら、急速に変わ
りゆく社会で活躍できる人材を育成するた
め、社会のニーズ、産業界のニーズも踏ま
え、学問追究と実践的教育のバランスが取れ
ている大学等とする。具体的には、①実務経
験のある教員による科目の配置及び②外部人
材の理事への任命が一定割合を超えているこ
と、③成績評価基準を定めるなど厳格な成績
管理を実施・公表していること、④法令に則
り財務・経営情報を開示していることを、支
援措置の対象となる大学等が満たすべき要件
とし、関係者の参加の下での検討の場での審
議を経て、上記を踏まえたガイドラインを策
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定する。

実施時期
こうした高等教育の無償化については、
2020（平成32）年4月から実施する。なお、
上記で具体的に定まっていない詳細部分につ
いては、検討を継続し、2018（平成30）年
夏までに一定の結論を得る。
このため、文部科学省において、詳細事項
の専門的検討を行う「高等教育段階における
負担軽減方策に関する専門家会議」を開催し
ている。

高等教育段階における負担軽減方策に関する
専門家会議構成員

　　　相川　順子　　 一般社団法人全国高等学校
ＰＴＡ連合会相談役

　　　赤井　伸郎　　 国立大学法人大阪大学国
際公共政策研究科教授

　　　佐竹　敬久　　秋田県知事
　　　千葉　茂　　　 学校法人片柳学園副理事長
座長　三島　良直　　 国立大学法人東京工業大

学長
副座長　村田　治　　関西学院大学学長

（※肩書は2018年１月時点）

生活困窮世帯等の子どもの学習支援
子どもの学習支援事業を高校中退者を含む
高校生世代等において強化するとともに、社
会的養護を必要とする子どもや生活保護世帯
の子どもの大学進学を後押しする。

3-4  私立高等学校の授業料の
実質無償化

年収590万円未満世帯を対象とした私立高
等学校授業料の実質無償化（現行の高等学校
等就学支援金の拡充）については、消費税使
途変更による、現行制度・予算の見直しによ
り活用が可能となる財源をまず確保する。
（具体的には、2017（平成29）年度予算ベー
スで、①住民税非課税世帯については、実質
無償化、②年収約350万円未満の世帯につい
ては、最大35万円の支給、③年収約590万円

未満の世帯については、最大25万円の支給
ができる財源を確保する。）
その上で、消費税使途変更後の2020（平
成32）年度までに、現行制度の平年度化等
に伴い確保される財源など、引き続き、政府
全体として安定的な財源を確保しつつ、家庭
の経済状況にかかわらず、幅広く教育を受け
られるようにする観点から、年収590万円未
満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実
質無償化を実現する。

3-5  これらの施策を実現する
ための安定財源

急速に少子高齢化が進む中、これらの政策
は、今、実行する必要があるが、そのツケを
未来の世代に回すようなことがあってはなら
ない。これらの施策について、安定財源を確
保した上で進める。
社会保障の充実と財政健全化のバランスを
取りつつ、安定財源として、2019（平成31）
年10月に予定される消費税率10％への引上
げによる財源を活用する。消費税率の2％の
引上げにより5兆円強の税収となるが、この
増収分を教育負担の軽減・子育て層支援・介
護人材の確保等と、財政再建とに、それぞれ
概ね半分ずつ充当する。前者について、新た
に生まれる1.7兆円程度を、本経済政策パッ
ケージの幼児教育の無償化、「子育て安心プ
ラン」の前倒しによる待機児童の解消、保育
士の処遇改善、高等教育の無償化、介護人材
の処遇改善に充てる。これらの政策は、2019
年10月に予定されている消費税率10％への
引上げを前提として、実行することとする。
消費税収の使途については、消費税法（昭
和63年法律第108号）において、「制度とし
て確立された年金、医療及び介護の社会保障
給付並びに少子化に対処するための施策に要
する経費に充てるものとする」と規定されて
いることから（同法第1条第2項）、社会保障
4経費（年金、医療、介護、少子化対策）に
限定されている。同経済政策パッケージに充
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てる上記1.7兆円程度については、幼児教育
の無償化等を中心に支出する一方、高等教育
への支援については、少子化対策に資する観
点から、高額な授業料負担が出生率の向上に
関するネックとなっている低所得者層の支援
に限定する。
また、現行の「子ども・子育て支援新制
度」においては、仕事と子育ての両立は、労
働力確保に資するものであり、社会全体で取
り組むべき課題であることから、企業主導型
保育事業などについては、事業主が拠出する
「子ども・子育て拠出金」が充てられている。
本経済政策パッケージに必要な財源について
は、社会全体で子育て世代を支援していくと
の大きな方向性の中で、個人と企業が負担を
分かち合う観点から、消費税率引上げによる
増収分の使い道を見直して活用するととも
に、経済界に対しても応分の負担を求めるこ
とが適当である。このため、子ども・子育て
拠出金を0.3兆円増額する。法律に定められ
た拠出金率の上限を0.25％から0.45％に変更
し、0.3兆円の増額分は、2018（平成30）年

度から実施する子育て安心プランの実現に必
要な企業主導型保育事業（幼児教育の無償化
の実施後は、3歳～5歳児及び住民税非課税
世帯の0歳～2歳児の企業主導型保育事業の
利用者負担助成を含む。）と保育の運営費（0
歳～2歳児相当分）に充てることとし、その
ための子ども・子育て支援法の改正法案を
2018年通常国会に提出し、成立・公布され
た1。

4 人生100年時代構想会議
のさらなる検討事項

人生100年時代構想会議では、この政策
パッケージを基礎として、中間報告を2017
（平成29）年12月に取りまとめた。年明け以
降は、リカレント教育や大学改革などの残さ
れた論点について更に議論を進め、2018（平
成30）年夏には基本構想を打ち出すことと
している。

1　第2部第1章第1節「子ども・子育て支援新制度の円滑な実施」参照
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