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Ⅱ．改訂戦略における鍵となる施策 

１．未来投資による生産性革命 

（３）個人の潜在力の徹底的な磨上げ 

i）少子化対策、労働の「質」の向上及び女性・高齢者等の一層の

活躍促進 

 

人口減少社会の到来は、需給双方の観点から、日本経済に突き付

けられた大きな課題である。出生率の向上が５年遅れるごとに、将

来の定常人口が概ね300万人ずつ減少するとされており、一刻の猶予

も許されないとの危機感の下、2015年度からの５年間を「少子化対

策集中取組期間」と位置づけ、子育て支援の充実、結婚支援、多子

世帯支援、子育て世代包括支援センターの整備をはじめ、国を挙げ

て人口減少の克服に全力で取り組んでいかなければならない。 

 

長期的な視点に立った総合的な少子化対策を進めつつ、当面の供

給制約への対応という観点からは、労働生産性の向上により稼ぐ力

を高めていくことが必要である。その際、何よりもまず重要なこと

は、長時間労働の是正と働き方改革を進めていくことが、一人一人

が潜在力を最大限に発揮していくことにつながっていく、との考え

方である。 

長時間労働の是正と働き方改革は、労働の「質」を高めることに

よる稼ぐ力の向上に加え、育児や介護等と仕事の両立促進により、

これまで労働市場に参加できなかった女性の更なる社会進出の後押

しにもつながり、質と量の両面から経済成長に大きな効果をもたら

す。加えて、少子化対策についてもその根幹とも言える効果が期待

されるとともに、地方活性化等の鍵ともなるものであり、幅広い観

点から日本全体の稼ぐ力の向上につながっていくのである。そうし

た意識を我が国全体で共有し、醸成していくことが重要である。 

 

女性の活躍推進は、長年にわたり男性中心で動いてきた職場に従
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来にない多様な価値観をもたらし、イノベーションの創出にもつな

がるものである。女性の活躍する場が広がることで、経済社会活動

のあらゆる場に変革が起き、これまでにない形での経済成長の実現

が可能となるのである。 

女性の活躍推進を大きな柱に掲げたこれまでの成長戦略の取組に 

より、過去２年余りの間に女性の就業者数は約90万人増加した。こ

うした流れをさらに加速するため、待機児童の解消を確実なものと

することが何よりも重要であり、そのための保育士の確保等を着実

に進める。また、長時間労働の是正等を通じて女性が活躍しやすい

職場づくりに意欲的に取り組む企業ほど「選ばれる」社会環境を作

り出していくため、各企業の労働時間の状況等の「見える化」を徹

底的に進めていく。 

 

高齢者の活躍も一層促進していく。高齢者が長年の仕事の経験の

中で培ったビジネスノウハウや築き上げた人脈という、若者にはな

い財産を活かさない手はない。意欲ある高齢者が、年齢にかかわり

なく生涯現役で活躍し続けられる社会環境を整えていくことは、高

齢者の希望をかなえ、豊かな生活を送れるようにするためにも極め

て重要である。高齢者の多種多様な求職ニーズにきめ細かく対応し

ながら、就労マッチング機能の強化や能力開発機会の提供を行い、

高齢者の活躍を一層後押ししていくこととする。 

 

優秀な外国人材の獲得競争が世界的に激化している中、我が国経

済の更なる活性化を図り、競争力を高めていくためには、海外の優

秀な人材の我が国への呼び込みが不可欠である。特に、今後の経済

成長の鍵となるIT人材の不足への対応は待ったなしであり、海外の

最新の知見と国内トップレベルの知見の融合によるイノベーション

を促進する観点からも、インド、ベトナム等からのIT人材の呼び込

みに重点的に取り組むこととする。 

また、訪日外国人旅行者の増大に積極的に対応し、経済成長につ

なげていくためには、観光分野における外国人材の活用も重要であ

る。 
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外国人固有の習慣や考え方等を熟知し、一方で日本らしいおもてな

し文化に根差した接客等も行える外国人材など、外国人材の活用ニ

ーズを的確に把握し、その能力の最大限の発揮を後押ししていく。 

 

＜鍵となる施策＞ 

① 企業における情報開示の徹底による長時間労働の是正 

② 待機児童の解消に向けた保育士の確保 

③ 高齢者の活躍促進（就労マッチング機能の強化） 

④ 外国人材の活用 
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Ⅳ．改訂戦略の主要施策例 

１．未来投資による生産性革命 

（３）個人の潜在力の徹底的な磨上げ 

i）少子化対策、労働の「質の向上」及び女性・高齢者等の一層の

活躍促進 

 

〇企業における情報開示の徹底による長時間労働の是正 

・ 長時間労働の是正に向けて、女性活躍推進法案及び若者雇用促

進法案が成立した際には、事業主行動計画や職場情報提供スキ

ームなどのプラットフォームを活用し、企業の労働時間の状況

等の「見える化」を徹底的に進める。 

 

〇待機児童の解消に向けた保育士の確保 

・ 保育の担い手確保に向け、短時間勤務等の保育士の活用を促進

するとともに、保育士離職率の低い保育所のベストプラクティ

スの全国普及等を推進する。また、改正国家戦略特区法案が成

立した際には、国家戦略特区において、本年度より保育士試験

を年２回実施する（地域限定保育士制度）。 

 

〇高齢者の活躍促進（就労マッチング機能の強化） 

・ 働く意欲のある高齢者が年齢にかかわりなくその能力や経験を

活かして生涯現役で活躍し続けられる社会環境を整備するため、

高齢者の多様な雇用・就業機会や就労マッチング機能の飛躍的

向上・強化を図る。 

 

〇外国人材の活用 

・ インド・ベトナム等の優秀なIT人材の受入促進のため、現地ト

ップレベルのIT系大学に対し、日本企業への就労に関する情報

発信を強化する。また、海外IT系大学の卒業生に対する留学・

就労支援等を行うため、海外IT系大学の指定に関する政府間協
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議を進める。            【本年中めどに実施】 

 

・ ホテル・旅館、スノーリゾート、通訳案内などの観光分野におい

て、訪日外国人旅行者へのサービス提供のための専門的知識や技

能を要する業務について、在留が認められる要件の明確化やその

周知等を行う。 
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第二 ３つのアクションプラン 

一．日本産業再興プラン 

１．産業の新陳代謝の促進 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

これまでの取組により、企業収益力・稼ぐ力は着実に改善してい

る。これを一過性のものとせず、確立・向上させていくため、今後

は企業のチャレンジを更に後押ししていく。 

 

ⅱ）サービス産業の活性化・生産性向上 

我が国のGDPの約７割はサービス産業で占められており、我が国

経済の成長には、サービス産業の活性化・生産性の向上が不可欠で

ある。このため、「サービス産業チャレンジプログラム」（平成27 

年４月15日日本経済再生本部決定）に基づき以下の施策を実行でき

るものから迅速に着手し、サービス産業の労働生産性の伸び率を、

2020年までに2.0％とすることを目指す（2013年時点：0.8％）。 

・ 業種横断施策 

ベストプラクティスの徹底普及（日本サービス大賞、経営課

題と解決策の「見える化」等）、サービス品質の評価（日本

版顧客満足度指数の普及促進等）、人材育成（大学・専門学

校等における経営・職業人材の育成推進等）、独立行政法人

日本貿易振興機構等を活用した海外展開支援、都市のコンパ

クト化・ネットワーク化等 

・ 業種別施策 

宿泊産業、運送業、外食・中食産業、医療・介護・保育分野、

卸・小売業ごとに、IT利活用、海外展開、業務カイゼン等 

また、本年４月２日の経済の好循環実現に向けた政労使会議にお

いて決定した「価格転嫁や支援・協力についての取組策およびサー

ビス業の生産性向上に向けた取組策」に基づき、小売業、飲食業、

宿泊業、介護、道路貨物運送業等の分野において、経団連と意欲あ

る事業者団体等が協力し、製造業等の専門家からの助言の機会を通
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じて、生産性向上に向けて課題解決を図る活動を展開し、内閣府及

び当該業種の事業所管省は、枠組み作りを通じて環境整備を図る。 

地域に根差した個々の中小・小規模事業者による活性化・生産性

向上へのチャレンジを応援する地域レベルでの支援体制の構築が

極めて重要である。既に、中小企業団体や地域金融機関内では、サ

ービス産業の活性化・生産性向上の重要性や、サービス産業の事業

の高度化に向けた指針、対応する中小企業・小規模事業者支援策の

内容が周知され、自立的な取組が開始されており、こうした動きを

加速する。 

このため、事業者の成功事例や失敗事例を分析しつつ、事業を行

う上での経営課題と解決策、対応施策等を「見える化」するととも

に、本年中を目途に、サービス産業を含めた地域の幅広い業種・業

態に関して、地域において企業の生産性を向上させる経営判断や経

営支援等の参考となる評価指標・評価手法を策定する。これらは、

策定次第、順次、事業者、中小企業団体、地域金融機関等に提供す

るほか、サービス革新による新事業の創出促進へも積極的に活用す

る。 

また、モノ作りでのカイゼン経験等を活用することでサービス現

場のカイゼンができるサービスカイゼン人材、ITコンサル人材など

の専門支援人材をリスト化し、中小企業・小規模事業者からの経営

相談支援体制を強化するよろず支援拠点などの中小企業支援機関

に集約・共有することで、本年度中に事業者が身近に専門支援人材

からアドバイスを受けられる地域の専門的知見のネットワーク化

を行う。 

地域金融機関はこのような取組やネットワークも活用しつつ、事

業性評価に基づく融資・コンサルティング機能の発揮を一層推進す

るとともに、地域のサービス産業の活性化・生産性向上が図られる

よう自治体による地方版総合戦略の策定や実行の支援をはじめと

した取組を推進する。 
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２．雇用制度改革・人材力の強化 

２－２．女性の活躍推進/外国人材の活用 

（１）KPIの主な進捗状況 

 

（女性の活躍推進） 

《KPI》「2014年度末までに約20万人分、2017年度末までに約40万人

分の保育の受け皿を拡大し、待機児童の解消を目指す。」

（待機児童解消加速化プラン） 

⇒2013年、2014年度の２か年の保育拡大量は約19.1万人 

（2014年５月末時点見込み） 

 

《KPI》「2017年度末までに46.3万人の保育所勤務保育士を確保する。」 

（保育士確保プラン） 

⇒2013年度：37.8万人 

 

《KPI》「2020年に女性の就業率（25歳から44歳）を73％にする。」 

⇒2014年：70.8％（2012年68％） 

 

（高度外国人材の活用） 

《KPI》「2017年末までに5,000人の高度人材認定を目指す。」 

⇒ポイント制の導入（2012年５月）から2015年２月までに高度

人材認定された外国人数は2,799人 

 

（２）施策の主な進捗状況 

（保育の受け皿及び保育士等の確保の強化） 

・ 2013年度、2014年度の２か年で約20万人分（児童人口の減少

等による定員減少を加味すれば約19万人分）の保育の受け皿

を確保できる見込み。今後2015年度からの３か年で、更に約

20万人分（上記の減少を加味すれば約21万人分）の確保を目

指す。 

・ 2017年度末までに待機児童解消を実現するため、新たに6.9
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万人の保育士の確保とその実現のための施策を取りまとめた

「保育士確保プラン」を本年１月に策定した。また、本年３

月を「保育士就職促進対策集中取組月間」として、潜在保育

士の掘り起しの強化や就職あっせんの強化に集中的に取り組

んだほか、本年３月に都道府県、指定都市、中核都市あてに、

短時間勤務の保育士の活用の促進及び朝・夕の保育する児童

が少数である時間帯において保育士１名に代え保育士でない

保育業務経験者等を配置することを本年度は許容する内容の

文書を発出した。 

・ 昨年12月に「子育て支援員研修科目」等の取りまとめを行い、

実施要綱等を都道府県等に発出し、制度の周知を図った。 

 

（「放課後子ども総合プラン」を着実に実施） 

・ 「放課後子ども総合プラン」については、昨年７月に、文部

科学省と厚生労働省が共同で策定し、2019年度末までに、放

課後児童クラブについて、約30万人分を新たに整備するとと

もに、一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室につい

て、１万か所以上での実施を目指すこととした。また、市町

村が計画的に整備を進めていけるよう、昨年11月に策定した、

次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」に、

「放課後子ども総合プラン」に基づく取組等について記載す

るとともに、平成27年度予算において量的拡充及び質の向上

に必要な経費を計上し、市町村における取組を支援している。 

 

（女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みを構築） 

・ 国・地方公共団体、民間事業者に対し、数値目標の設定を含

めた女性の活躍推進のための行動計画の策定等を義務付ける

ことを内容とする女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律案を本年２月に国会に提出した。 

 

（高度外国人材向けの在留資格を新設） 

・ 「高度人材ポイント制」の業界団体や大学向け説明等を実施
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し、認定件数はKPIの実現に必要な水準を大きく上回るペース

で拡大した。また、昨年６月の出入国管理及び難民認定法の一

部改正法の成立を受け、本年４月には、高度外国人材に特化し

た在留期間無期限の新しい在留資格等を創設した。 

・ 本年２月及び５月には経済団体等と協力し、JETプログラム終

了予定者とグローバル人材を求める企業・団体のマッチングイ

ベントを実施した。また、留学生の就職支援のため、６月には

大学の留学・就職担当者向けに在留資格関連手続やマッチング

機会等を紹介するセミナーを開催した。 

 

（外国人技能実習制度の新制度への移行に向けた取組を推進） 

・ 「『日本再興戦略』改訂2014」で示された制度見直しの方針

を具現化するため、技能実習制度の見直しに関する法務省・厚

生労働省合同有識者懇談会を開催し検討を行った。その結果を

踏まえ、管理監督体制の強化（監理団体に対する許可や技能実

習計画の認定の制度化、外国人技能実習機構の創設等）と、制

度の拡充（優良な監理団体等に限った最長実習期間の３年から

５年への拡大）を盛り込んだ外国人の技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護に関する法律案を本年３月に国会に提出

した。 

・ 本年新たに果樹栽培など４分野を対象職種に追加した。 

・ 介護の対象職種追加に向け、質の担保など、介護サービスの

特性に基づく要請に対応できるよう具体的な制度設計を進め、

技能実習制度の見直しの詳細が確定した段階で、介護サービス

の特性に基づく要請に対応できることを確認の上、新たな技能

実習制度の施行と同時に対象職種への追加を行うこととした。 

 

（持続的成長の観点から緊急に対応が必要な分野において新たな

就労制度を創設） 

・ 製造業における海外子会社等従業員を国内に受け入れ、新製品

開発等の専門技術を修得させ、当該技術を海外拠点に移転する

こと等を可能とするため、経済産業大臣の認定を前提とした制
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度を創設することとしており、本年度内の制度開始に向けた準

備を進めている。 

・ 本年４月、女性の活躍推進等の観点から、地方自治体等による

一定の管理体制の下、家事支援サービスを提供する企業に雇用さ

れる外国人家事支援人材の入国・在留を可能とする特例措置を盛

り込んだ国家戦略特別区域法改正案を国会に提出した。 

・ 本年３月、介護福祉士の国家資格を有する者の国内における就

労を認めるための新たな在留資格「介護」の創設を盛り込んだ出

入国管理及び難民認定法の一部改正法案を国会に提出した。 

 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）女性の活躍推進 

（「待機児童解消」に向けた施策の確実な実行） 

2017年度末までの待機児童解消を確実なものとすべく、自治体

とも連携しつつ、「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育の

場の整備、及び「保育士確保プラン」に基づく保育士確保を着実

に進める。 

特に、保育の場の整備量が急増する中で、保育の担い手の確保

が喫緊の課題となっていることを踏まえ、短時間勤務の保育士の

活用拡大やそれによる長時間労働の是正等により潜在保育士の

多様な就業ニーズに対応するとともに、保育士の勤務環境の改善

を図り、新卒保育士の就職率の向上に向けた取組の強化や保育士

試験の年２回実施等と併せ、保育の担い手の確保を図る。 

また、保育所の整備量が増える中で保育サービスの質の確保・

向上を図るためにも、保育事業主に対して第三者評価の受審を促

進する。 

 

① 保育士確保に向けた取組 

・ 潜在保育士の掘り起こしのための効果的対策の実施 

潜在保育士には短時間であれば就業可能と考える者も多い

が、制度上短時間勤務保育士の活用が可能であるにもかかわ

らず、自治体の運用ではこれを認めていない事例もあること
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から、自治体に対し短時間勤務の保育士の活用促進に向けた

更なる働きかけを行う。 

また、すべての保育士養成施設に、新卒者全員に対し都道

府県への保育士登録を求めるよう要請するとともに、保育

士・保育所支援センターが把握する潜在保育士のリストの定

期的アップデートを推進し、潜在保育士に対し適時働きかけ

を行う。 

 

・ 新卒保育士の就職率の向上に向けた取組 

保育士養成施設への助成等に当たって、卒業生の保育士就

職率等の定量的就業成果を評価指標に取り入れる等の措置を

引き続き講ずる。 

 

・ 保育士の離職率低減・定着に向けた取組 

離職率の低い保育所のベストプラクティスの全国普及や、

保育所が目指すべき人事管理手法（短時間勤務の保育士の活

用、短時間正社員制度の導入等を含む。）の提示・公表によ

り、保育所の雇用管理改善を推進する。 

 

・ 即効性のある保育士確保のための方策（地域限定保育士制度

の実施） 

都市部及び地方において保育士確保が困難であるとの声が

多く挙がっていることを踏まえ、本年４月に国会に提出した

国家戦略特別区域法改正案が成立した際には、国家戦略特区

における保育士試験の年２回実施（地域限定保育士制度）を

本年度から行う。また、特区以外の地域での年２回実施につ

いて、自治体のニーズを把握し、必要な調整を行う。 

 

② 保育の担い手の確保 

・ 保育する児童が少数である場合における保育士数の取扱いの

検討 

保育士の確保が特に厳しい地域において、本年度特例的に
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実施している取扱い（朝・夕の児童が少数である時間帯にお

いて保育士１名に代え、保育士でない保育業務経験者等を配

置することを許容するもの）について、その実施状況等を踏

まえて検証の上、来年度以降の在り方について本年度中に検

討し、結論を得る。 

 

・ 他の国家資格等を有する者の活用の検討 

福祉系国家資格所持者や子育て支援員が保育士資格を取得

しやすくするための方策（保育士養成課程、保育士試験科目

の一部免除等）について保育士確保対策検討会等において速

やかに検討を開始し、結論を得た上で、順次所要の措置を講

ずる。 

 

③ 国家戦略特区の都市公園内における保育所等の設置 

保育等の福祉サービスの需要の増加に対応するため、本年４

月に国会に提出した国家戦略特別区域法改正案が成立した際に

は、国家戦略特区内の都市公園で設置可能な保育所等の社会福

祉施設の基準等を定め、制度の利用を推進する。 

 

④ 保育の場の整備状況の的確な実態把握と積極的な広報 

保育の場の整備状況を的確に把握し、必要な対応を行うこと

を可能とするため、小規模保育等子ども・子育て支援新制度に

基づき新たに整備される類型についても正確に実態を把握すべ

く、統計調査について必要な対応を図るとともに、毎年度当初

に自治体の当該年度の整備見込み量を把握するよう努める。ま

た、待機児童がどの程度解消されてきているかのデータを積極

的に広報し、安心して子どもを預けることができる環境整備に

ついての国民の理解を深める。 

 

⑤ 保育所における第三者評価の受審促進 

保育サービスの質の向上を図り、安心して子どもを預けるこ

とができる環境を整備するため、2019年度末までにすべての保
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育事業者において第三者評価の受審が行われることを目指す。 

また、当該受審結果について、積極的に「見える化」を進め、

就職を希望する保育士や保育サービス利用者が優良な保育事業

主を選択できるような環境整備を進める。 


