
資料１

政府の少子化対策について

平成１９年１０月２日

内 閣 府



1990（平成2年） 〈1.57ショック〉 ＝ 少子化の傾向が注目を集める

1994（平成6年）12月

1999（平成11年）12月 少子化対策推進基本方針

（1995（平成7）年度～1999（平成11）年
度）

新エンゼルプラン （2000（平成12）年度～04（平成16）年度）

仕事と子育ての両立支援等の方針
（待機児童ゼロ作戦等）

少子化社会対策基本法

少子化対策プラスワン

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 少子化社会対策大綱

（2005（平成17）年度～09（平成21）年度）

2004（平成16年）12月

2005（平成17年）4月
地方公共団体、企
業等における行動
計画の策定・実施

＋

2006（平成18年）6月

エンゼルプラン 緊急保育対策５か年事業

子ども・子育て応援プラン

次世代育成支援対策推進法

新しい少子化対策

1999（平成11年）12月

4大臣（文・厚・労・建）合意 3大臣（大・厚・自）合意

少子化対策推進関係閣議会議決定

6大臣（大・文・厚・労・建・自）合
意

平13.7.6閣議決定

平15.9.1施行

厚生労働省まとめ

平15.7.16から段階施行

平16.12.24少子化社会対策会議決定

平16.6.20少子化社会対策会議決定

平16.6.4閣議決定

１．少子化対策の経緯



３つの視点

Ⅰ 自立への希望と力

若者の自立が難しくなっている状況を変えていく

Ⅱ 不安と障壁の除去

子育ての不安や負担を軽減し、職場優先の風
土を変えていく

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－

・家庭において夫婦が子育ての喜びを共有する
ことで、 親から子へ子育ての喜びや楽しさが
伝えられることにつながる
・学校教育や地域社会など様々な社会とのかか
わりの中で子育ての楽しさを実感し、自らの生
命を次代に伝えてはぐくんでいくことや、家庭を
築くことの大切さの理解を深めることが求めら
れている

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

・就業困難を解消するための取組等

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援と働き方

の見直し

・企業の行動計画策定・目標達成の取
組等

Ⅲ 生命の大切さ、家庭の役割等に

ついての理解

・生命の尊さを実感し、社会とのかかわり
などを大切にすることへの理解を深め
る

Ⅳ 子育ての新たな支え合いと連帯

・妊娠、出産、子どもの育ちにかかわる
保健医療等

重
点
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
28
の
具
体
的
行
動

○少子化の流れを変えるための総合的な施策展開の指針として、少子化社会対策基本法（平成15年７月制定、
同年９月施行）に基づき少子化社会対策大綱を策定。

○ 大綱の重点施策の具体的実施計画として「子ども・子育て応援プラン」を平成16年12月に策定。

２ 少子化社会対策大綱



３．新しい少子化対策について

急速な少子化の進行
と人口の減少

合計特殊出生率 １．２６
出 生 数 １０６万人

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

出 生 率 の 低 下 傾 向 を 反転 さ せ る

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

少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図る

（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

初の人口自然減 ▲２万人

○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



国民運動の推進

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」（仮称）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

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

新たな少子化対策の推進

（１）子育て支援策

（２）働き方の改革

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

（３）その他の重要な施策

（１） 家族・地域の絆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・地域の絆に関する国、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



Ⅰ 新生児・乳幼児期（妊娠・出産から乳幼児期まで）
①小児科・産科医療体制の確保、不妊治療の支援など母子保健医療
の充実 261億円
・小児科・産科をはじめ急性期の医療をチームで担う拠点病院づくり

・小児救急電話相談事業の充実強化等、小児救急医療体制の更なる整備
・特定不妊治療費助成事業の助成額を増額（年度10万円→年度１回10万円、２回まで）
するとともに、所得制限を緩和。

② 生後４か月までの全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業）の実施
次世代育成支援対策交付金（365億円）の内数

③妊娠中の健診費用の負担軽減 地方財政措置

④児童手当の乳幼児加算の創設 2560億円〔児童手当国庫負担金〕
・19年４月から、０歳以上３歳未満の児童に対する児童手当の月額を一律１万円とする
（参考）給付総額10,267億円（うち乳幼児加算分1374億円）

Ⅱ 未就学期（小学校入学前まで）
⑤地域における子育て支援拠点の拡充 84億円
・「子ども・子育て応援プラン」の21年度目標値6000か所の前倒し実施。
⑥病児・病後児保育の拡充

⑦事業所内託児施設設置の推進 23億円
⑧子どもの事故防止対策の推進 1.5億円
⑨就学前教育費負担の軽減 185億円

Ⅲ 小学生期
⑩全小学校区における「放課後子どもプラン」の推進 227億円
・放課後こ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19年度に創設。放課後子ども教室は新規事業として10,000か所、放課後児童クラブ
は「子ども・子育て応援プラン」の21年度目標値17,500か所を前倒しし、20,000か所で実施。

⑪スクールバスの導入等、学校や登下校時の安全対策
（参考） 「子ども安心プロジェクト」20億円。うち、スクールバス活用推進事業1.1億円

Ⅳ 中学生・高校生・大学生期
⑫ 奨学金の充実 1224億円
・114.3万人（前年度比5.2万人増）の学生等に奨学金の貸与

①育児休業の取得促進のための育児休業給付の拡充 1212億円
・育児休業給付の給付率を休業前賃金の40％から50％に暫定的に引き上げ

②育児休業、子育て期の短時間勤務等の両立支援制度を利用しや
すい職場風土づくりの推進 112億円
・育児休業取得者等に対して企業独自の給付を行った事業主に対する助成制度の創設

③長時間労働の抑制等仕事と生活の調和を図るための労働時間
法制の見直し 2.5億円

④パートタイム労働者の均衡処遇の推進等 8.6億円
・パートタイム労働者の均衡ある処遇や能力開発の推進
・短時間正社員制度の導入促進

⑤マザーズハローワークの機能強化とマザーズハローワークサー
ビスの全国展開 20億円

⑥フリーター25万人常用雇用化プランの推進や、ニート等の若者の
自立支援 244億円の内数
・年長フリーターを正社員として雇用する企業に対する支援措置等の実施

⑦働き方の見直しを含む官民一体子育て支援推進運動 0.5億円

（１）子育て支援策 （２）働き方の改革

○ 企業の子育て支援税制の創設
・企業が設置する事業所内託児施設に対する割増償却制度の創設

○ 家族用住宅・三世代同居・近居の支援

（３）その他の重要な施策

○ 少子化社会対策の総合的な推進 2.4億円
・家族・地域の絆を再生する国民運動の展開等

（４）社会全体の意識改革のための国民運動の推進

４．平成19年度少子化社会対策関係予算のポイント

○平成19年度少子化社会対策関係予算総額は１兆7,064億円（前年度比12.3％増）
○平成19年度は、「新しい少子化対策について」（18年６月少子化社会対策会議決定）等を踏まえ、少子化対策を強力に推進



≪広報・啓発≫

○○ 表彰表彰
子供から大人まで対象に、家族・地域のき
ずなに関する「標語」、「手紙・メール」の募集
と表彰

○○ 広報活動広報活動
ポスター、リーフレット等により本運動に関
する広報啓発を実施

≪行事≫

○○ 専門家会合専門家会合
医者、科学者等の専門家や関係閣僚が、家族・地

域のきずなに関して討議し、その内容を発信

○○ 大会大会
多世代の参加の下、専門家による講演など家族の
意義を普及

政 府の取組
（内閣府・関係省庁）

家族の日・家族の週間家族の日・家族の週間

≪地方・民間等の運動・取組を
進めるための事業≫

○○ 地域の取組事例に関する情報収集、地域の取組事例に関する情報収集、
提供提供
家族・地域のきずな再生に関する町内会や住民による
自主的な取組事例などを収集し、提供

○○ 大会におけるイベントの実施大会におけるイベントの実施
地方公共団体、民間団体等による取組事例の紹介、
展示や交流等のイベントを実施

連携

・家族の日：１１月 第３日曜日(11/18)
・家族の週間：家族の日の前/後１週間（11/11～24)
・「家族の日・週間」を中心とした、各種行事の実施

家族・地域のきずなの重要性を訴えかける

働き方の改革の取組等

（官民連携子育て支援フォーラムなど）

地方公共団体地方公共団体／「育児の日」、「子育てフォー
ラム」などの取組や「家庭の日」等（４４都道府
県等）の行事が行われている

関係団体関係団体／家族の大切さなどについて訴え
かけるキャンペーンや啓発活動が実施されて
いる

連携

上川大臣コンファレンス
平成19年10月2日（火） 10:30～12:00

５．平成19年度家族・地域のきずなを再生する国民運動について



「働き方の改革が
少子化の流れを変える！」

子育て支援推進フォーラム

共通認識の形成と情報交換

経済団体

関係府省

有識者

マスコミ団体労組団体

６．官民一体子育て支援推進運動事業（平成18年度～）

地方自治体（団体）

内閣府による運動推進

・働き方の改革がテーマのシンポジウム開催

●平成19年度の開催予定

○平成19年９月18日 愛知県
○平成19年10月16日 熊本県
○平成19年11月５日 石川県
○平成20年１月21日 広島県
○平成20年２月８日 岩手県
○平成20年２月14日 埼玉県

※平成18年度は宮城県、千葉県、東京都、静岡県、岡山県、福岡県にて開催。

・啓発パンフレットの作成

各界での運動展開

・経済界での運動

・学界での運動

・マスコミでの運動

企業での運動の機運を高め、官民一体のさらなる運動へ



７．「子どもと家族を応援する日本」重点戦略について

○2005年、人口減少社会が到来し、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
○将来推計人口（平成18年12月推計）によると、今後、一層少子・高齢化が進むとの見通し
○結婚、出生行動に対する国民の希望が一定程度叶えば、合計特殊出生率は1.75程度まで改善される余地

１

少子化社会対策会議

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議

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

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議
〈第2回〉 ６月１日開催

○「各分科会の議論の整理及び重点戦略に向けての基本的な
考え方」（中間報告）とりまとめ

経済財政諮問会議に報告、骨太方針2007に反映

19年末を目途に、具体的施策の検討を進め、税制改正等の議
論を見極めつつ、重点戦略の全体像をとりまとめ

（会長：内閣総理大臣、
全閣僚で構成）

（議長：内閣官房長官、関係閣
僚９名と有識者７名で構成）

各分科会において議論の整理

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議
〈第1回〉 2月9日開催

重点戦略策定の背景

検討体制 検討状況

（主査：吉川洋東京大学

大学院経済学研究科教

授）

（主査：樋口美雄慶応

義塾大学商学部教

授）

（主査：岩渕勝好東北

福祉大学教授）

（主査：佐藤博樹東京

大学 社会科学研究

所教授）

７．「子どもと家族を応援する日本」重点戦略について



１ 基本認識

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議

「重点戦略の策定に向けての基本的な考え方」（中間報告）の概要

○新人口推計では一層急速な少子化の進行が予測されているが、これは決して国民が望んだものではなく、国民の結婚や出産・子育てに対する希望
と実態の乖離が拡大

○国民の結婚や出生行動に影響を及ぼしていると考えられる要素

「結婚」･･･経済的基盤や雇用・キャリアの将来の見通し、安定性

「出産」･･･子育てしながら就業継続できる見通しや仕事と家庭生活の調和の確保度合い

（特に第2子以降）夫婦間の家事・育児の分担度合いや育児不安の度合い
○背景には、「就業継続希望と結婚・出産・育児の希望との二者択一を迫られる構造」、多様な働き方の選択ができないことや、非正規労働者の増大、
長時間労働など「働き方をめぐる様々な課題」が存在

更なる少子化の進行とその原因・背景

○①国民の希望する結婚や出産・子育ての実現により少子化の流れを変える
②若者、女性、高齢者の就業促進を図る
の2つの要請に対して、戦略的に、しかも同時に応えていく必要
→ 「ワーク・ライフ・バランスの実現を目指した働き方の改革」が最優先の課題

今後の人口構造の変化を展望した戦略的対応の必要性

○ 「ワーク・ライフ・バランスの実現」･･･個人が仕事上の責任を果たしつつ、結婚や育児をはじめとする家族形成のほか、介護やキャリア形成、地域活動
への参加等、個人や多様なライフスタイルの家族がライフステージに応じた希望を実現できるようにすること

○①国民一人ひとりが自らの望む生き方を手にすることができる社会の実現

②労働力確保等を通じた我が国社会経済の長期的安定・持続可能性の確保の達成を目指す我が国社会にとって必要不可欠な改革

○ ワーク・ライフ・コンフリクトは、企業内の雇用慣行や職場風土だけでなく、家庭内の事情や取引先等企業間の関係、地域や社会サービスとの関係か
らも発生。その解消を図り、個人にとっても社会にとっても企業にとっても望ましい豊かな社会の実現の基盤となるワーク・ライフ・バランスを実現すること
は、個別の労使のみならず、社会全体で取り組むべき課題

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現の重要性

重点戦略策定に向けての基本的な考え方を中間的に整理したもの。今後、19年末を目途に、具体的施策についての検討を進め、税制改正等の議論を
見極めつつ、重点戦略の全体像をとりまとめ。



２ 諸外国の家族政策の教訓、これまでの我が国の少子化対策の評価と課題

○ 1990年代以降の諸外国の家族政策は、経済支援中心から「両立支援」を目指したサービス支援へと転換
○少子化対策の成功例とされるフランスやスウェーデンでは、長時間労働は少なく、多様な働き方が可能。また、多様な働き方に対応できる柔軟な
サービス提供が実施。（この結果、既婚女性の労働力率は8割程度、3歳未満児の4～5割が認可保育サービスを利用。）
○ 家族政策関連支出の規模は、我が国がGDP比0.75%、アメリカが0.7%であるのに対し、欧州諸国では概ねGDP比の2～3%を投入（いずれも事業
主拠出を含む）。

近年の諸外国の家族政策の基本方向の分析・評価

○質・量両面でのサービス基盤の整備（特に、育児休業明けなど3歳未満の弾力的な保育）
○働き方の改革に向けた取組の弱さ（ワーク・ライフ・コンフリクトの増大）

○ 施策間の整合性・連携の欠如・政策の一元性・サービスの一貫性の欠如（育児休業利用の増加が就業継続の増加につながっていないこと、産休・育
休から保育サービスへの切れ目のない移行など）

○ 税制や年金・医療等の他の社会保障制度をも視野に入れた対策の弱さ

○手厚い家族政策を支える国民負担についての国民合意の不形成（フランスでは、国民負担率は6割以上、事業主が給与総額の5.4%（給付総額の
約50%に相当）を家族政策の財源として拠出）

我が国の少子化対策の課題

３ 重点戦略策定の方向性

○労使の自主的な取組を基本に置きつつ、政府において、制度的な枠組みの構築や基盤整備等を通じて、社会全体の取組となるよう促進、支援

○地域の労使団体を中心とし、それに国、地方公共団体を加えた地域において「働き方の改革」を具体的に推進する体制の構築

○ 「ワーク・ライフ・バランス憲章」、「働き方の改革を推進する行動指針」を政策のパッケージとして策定し、総合的かつ体系的な施策を展開

働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現

○ ワーク・ライフ・バランスの実現を支える子育て支援サービスの基盤整備については、すべての子どもの育ちを支え、子どもの成長を育むすべての家族
を地域全体で支え、当事者である親も責任を持ってそれに主体的に参画していくという理念に立ち、進めていく

○ 3歳未満児に対する家庭的保育（保育ママ）の充実を含めた多様で弾力的な保育の拡充、子育て家庭がその生活圏内で利用できる地域子育て支
援拠点等の子育て支援サービスの面的な整備、産休・育休から保育サービスへの移行等利用者本位の切れ目ない支援を提供できる包括的な次世
代育成支援の制度的な枠組みの構築

○すべての子ども、すべての家庭を応援する観点に立った、児童虐待や障害、母子家庭等困難な状況にある子どもや家族に対する支援の強化

包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築



○子育てしながら就業継続する受け皿となる社会サービス基盤の整備と長時間労働の改善や多様な働き方が可能となる働き方の改革の双方を総合
的に進める必要

○税や社会保障制度をはじめ幅広い分野において、働き方がより自由に選択できる制度や運用のあり方について総合的に検討

○実効ある対策を進めていくための一定規模の財政投入に必要な財源についての、税制改革や社会保障制度改革の中での総合的な検討

税制・他の社会保障制度での対応を含めた総合的対応

○住民に最も身近な基礎自治体が地域の実情を踏まえて、着実かつ持続的に施策展開を進められるような、財源の確保を含めた制度的な枠組みの
検討

地域の実情に応じた施策展開

○諸外国の家族政策関連支出の規模と我が国の状況を比較したとき、働き方・男性の育児参加などの社会状況や負担に対する国民意識の違いに留
意が必要な一方、有効な少子化対策の実施のためには、一定規模の効果的財政投入の検討を行うことも必要

○ これを次世代の負担によって賄うことのないよう、必要な財源は現時点で手当する必要

○個別施策の実効性の検証、現物給付・現金給付のバランス等を配慮しつつ、我が国において実効ある家族政策を持続的に展開するための財源規
模や負担のあり方について、税制の抜本的見直しの議論と並行して国民的議論を行うことが必要

少子化対策への効果的な財政投入

○重点戦略に沿った具体的な施策の見直しを進めるとともに、その実効性を担保するため、

・ 利用者の視点に立って施策の有効性を点検・評価するための手法の開発

・ 数値目標の見直しや新たな数値目標の設定を含めた「子ども・子育て応援プラン」の改定や次世代育成支援に関する地域行動計画の見直しを進
め、PDCAサイクルを定着させ、効果的かつ計画的な 施策遂行

施策の実効性の担保―効果的かつ計画的な施策の遂行



地域・家族の再生分科会 （主査：岩渕勝好東北福祉大学教授）

○多様で公正な働き方が実現する中で、どのような働き方（働かないという選択も含めて） ・ライフスタイルの選択をしても、全ての
家庭に共通する「子どもの成長を育む」という機能が果たされるよう、地域における家族支援の体制の構築が重要

今後の人口構造の変化と地域・家族をめぐる課題

○ 専業主婦（夫）・育児休業中や多様な働き方で就労する親など、個人の選択するライフスタイルに合わせて、全ての家庭にお
ける「子育て」「親子関係の形成」を支援することが必要
→ 全戸訪問・地域子育て支援拠点、一時預かり、訪問支援などを、地域サービスの基本メニューとして位置付け、家族の生活圏ごとに
面的に整備

○ 子育て支援の活動に父親・母親自身がともに協力して主体的に参画し、子育てを通じて親自身もまた自ら学び育つことを支援
○ 企業の活動に子育て支援を織り込み、社会全体で子育てしやすい地域づくりを進める

地域における子育て支援

○ 出産前後を通じて就労を継続する女性割合の増大に対応した保育サービスの整備。特に３歳未満児についての多様で弾力
的な保育サービスの拡充（有配偶女性の労働力率が8割を超えるフランス・スウェーデンでは、３歳未満児の認可保育サービス
利用率が4割を超える）
→保育所における保育サービスの拡充、家庭的保育（保育ママ）の充実、事業所内保育施設の地域での活用等、多様な選択肢の整備
→親の就労形態の変化に柔軟に対応できる「認定こども園」の普及

○ 保育の質の確保 子どもの育ちを保障する質の高い保育サービス、幼児教育機能の強化
○ 学齢期の放課後対策の充実 「放課後子どもプラン」の全小学校区実施

多様な働き方を支える子育て支援サービス

○ すべての子ども、すべての家族を支援する観点から、虐待等様々な理由により家庭での養育が困難となった子どもたちに対す
る地域における社会的養護の拡充
→ 家庭的養護の拡充（里親委託推進など）等の社会的養護の質の向上に向けた見直し、児童の権利擁護の強化とケアの質
の確保、地域における計画的体制整備の推進等

困難な状況にある子ども・家族を支える取組の強化

○ 孤立化しがちな今日の環境の中での子育ての大変さの理解、子育ての大切さについての認識の共有、ワーク・ライフ・バランス
の推進と家族の中での分担・協力（男性の家事・育児分担）や家族を支える地域の取組の促進などの国民運動を展開し、自然
に子育ての楽しさや大切さが若い世代や子どもたちに受け継がれていく必要

国民運動の展開

○ 基礎自治体が、個々人の生活圏域において、子育ての当事者や地域住民の参画のもとで地域の実情を踏まえてニーズに応
えていくという施策展開が、着実かつ持続的に進められるよう、財源の確保を含めた制度的な枠組みについて検討

基礎自治体における着実かつ持続的な施策展開を支える財源・制度



８．教育再生会議 第二次報告（抄） （平成 19 年 6 月 1 日） 
 

社会総がかりで教育再生を 
～公教育再生に向けた更なる一歩と「教育新時代」のための基盤の再構築～ 

 
Ⅱ．心と体－調和の取れた人間形成を目指す  
  
いじめや犯罪の低年齢化など子供を取り巻く現状を踏まえると、全ての子供たちが社会の規範意識や公共心を身につけ、心と
体の調和の取れた人間になることが重要です。 
学校と地域が連携しながら徳育を実施し、自然体験や職業体験を行うことで、子供たちは、命の尊さや自己・他者の理解、自
己肯定感、働くことの意義、さらには社会の中での自分の役割を実感できるようになります。 
親子の確かな絆を育む家庭教育や就学前の教育の役割は重要であり、子供の成長とともに親も共に学び、育児を通じて子供が

いる喜びを感じるとともに、地域の子供を地域ぐるみで育むことが重要です。 
 
 

提言３ 親の学びと子育てを応援する社会へ  

  【学校と家庭、地域の協力による徳育推進、家庭教育支援や育児相談の充実、科学的知見の積極的な情報提供、幼児

教育の充実、有害情報対策】 
 
○子供たちの規範意識や「早寝早起き朝ごはん」などの生活習慣については、学校と家庭、地域が協力して身につけさせる。また、挨拶やしつけ、礼儀作法に

ついても、子供の年齢や発達段階に応じ、学校と家庭が連携して子供に身につけさせる。 

○国、地方自治体は、父親の子育て参加への支援、訪問型の家庭教育支援や育児相談など、保護者を支援する施策を充実する。また、ＰＴＡの会合、家庭教

育学級や妊婦健診、子供の健診等保護者の多く集まる機会を活用した親の学び、子育て講座、親子が学び遊べる場を拡充する。 
○中学校・高等学校の家庭科などにおいて、生命や家族の大切さ、子育ての意義・楽しさを理解する機会を拡充する。 
○国は、脳科学や社会科学などの科学的知見と教育に関する調査研究などを推進し、そこで得られた知見の積極的な普及啓発を図り、今後の子育て支援に

活用する。 

※子育てにかかわる科学的知見の例については、別添参照。 

○国、地方自治体は、地域の子育て支援の機能を持つ認定こども園制度を積極的に推進する。 
○国、地方自治体は、幼児教育の将来の無償化について、歳入改革とあわせて財源、制度等の問題を総合的に検討しつつ、当面、就学前教育についての保

護者負担を軽減し、幼児教育を振興する。 

○国、学校は、有害情報から子供たちを守るため、保護者に対して、携帯電話やインターネットのフィルタリング装着やテレビの有害情報防止に向けた啓発活

動を推進する。 



９．ワーク・ライフ・バランス憲章等の策定に向けた取組

検討体制と今後のスケジュール

検討体制

ワーク･ライフ･バランス推進官民トップ会議

経済財政諮問会議
（労働市場改革専門調査会）

男女共同参画会議
（ワーク・ライフ・バランスに関する

専門調査会）

「子どもと家族を応援する日本」
重点戦略会議

（議長）

・官房長官

（メンバー）
・経済界・労働界・自治体の代表者

・有識者

・関係閣僚

「働き方を変える、日本を変える行動指針」（仮称）策定作業部会（案）

ワーク･ライフ･バランス憲章
（仮称）を策定

「働き方を変える、日本を変える」
行動指針（仮称）を策定

（メンバー）

・経済界・労働界の代表者

・有識者



スケジュール

７月 ・官民トップ会議

（行動指針作業部会を設置）

８月～

10月 ・行動指針作業部会における検討

１０月目途 ・行動指針作業部会の中間整理

・官民トップ会議

（①憲章の議論、②行動指針作業部会の中間整理報告）

※経済財政諮問会議・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議

・男女共同参画会議へ適宜報告

１１月目途 ・官民トップ会議

（憲章・行動指針とりまとめ）

※「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に反映。



 

  
 
 
 
 
 
○ 経済財政諮問会議 労働市場改革専門調査会第一次報告 

（平成 19年４月６日） 

 

第３章 《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変える―》 

の策定 

２．ワークライフバランス実現への本格的取組み 

（《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変える―》の策定） 

 

ワークライフバランスを実現するためには、過去に同様な状況に直面し

たイギリス等の国々の経験に照らして、政労使による大きな国民運動を巻

き起こし、大胆な意識改革を図るとともに、具体的な取組みを果敢に進め

る必要がある。このため、政府は、《ワークライフバランス憲章―働き方を

変える、日本を変える―》を策定し、ワークライフバランスの実現に向けた

本格的な取組みを進めるものとする。 

 

 

 
 
 
 
 
○ 経済財政諮問会議民間議員ペーパー（平成 19年４月６日） 

（『働き方を変える行動指針』の制定に向けて） 

 

３、 「ワークライフバランス憲章」を基本的な考え方とし、官民あげて、

仕事と生活の両立を目指す『働き方を変える行動指針』を策定すべき

である。この『行動指針』は、関係各省及び「子どもと家族を応援する

日本」重点戦略検討会議や男女共同参画会議と連携をとり、少子化

社会対策基本法などこれまでの取組も盛り込んだ、政府の横断的な

政策方針とするとともに、経済界・労働界をはじめ社会全般にわたる

イノベイティブ・キャンペーンの展開などを含む必要がある。  

 

４、『行動指針』は、労働市場改革専門調査会報告にあるような、就業

率向上や労働時間短縮などの数値目標を明確に掲げ、PDCA サイク

ルのもとで実績を検証しながら、その確実な達成を図るべきである。 
 

 
ワーク･ライフ･バランス憲章、行動指針の策定について 

 



 

  
 
 
 
○ ワーク･ライフ･バランス憲章、行動指針に関する総理発言 

（平成 19年４月６日 経済財政諮問会議） 

 

長時間労働を前提として経済が成り立つ、また仕事が成り立つというの

は、やはりそれは間違っているのだろうと思う。その観点から、生産性を上

げていく努力をする、質を高めていく努力をするというのは当然であろうし、

また家族と時間を過ごすということは、これはやはり家族がしっかりしてい

なければ国が成り立たないという根本にも遡るだろうと思う。そういう意味

においてもワークライフバランスは大切であり、少子化対策等の観点から

も重要なテーマであろうと思うので、安倍内閣として本格的に取り組みたい

と思う。 民間議員から提案のあった「働き方を変える行動指針」について、

政府部内で十分連携し、とりまとめることとしたいと思うので、よろしくお願

いしたい。 

 

 

○ 男女共同参画会議 仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）に

関する専門調査会 「ワーク･ライフ･バランス」推進の基本的方向 

  （平成 19年５月 24日） 

 

おわりに 

 

現在、ワーク・ライフ・バランスの推進について、政府において様々な検討が

行われている。経済財政諮問会議、「子どもと家族を応援する日本」重点戦

略検討会議においては、「ワーク・ライフ・バランス憲章」や「働き方の改革を

推進する行動指針」を策定することが提案されているところであり、男女共同

参画会議としてもこれらの会議等と十分な連携を図っていく必要がある。 

 
 
 
 
○ 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略中間報告 

（平成 19年６月１日） 

 

重点戦略策定に向けての基本的考え方 

３ 重点戦略策定の方向性 

 （働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現） 

  

国民が働き方についての意識を変え、企業も行動を変えていくため

には、社会全体でワーク・ライフ・バランスを達成する国民運動のみなら

ず、関係府省や地方公共団体が一体となって、総合的かつ体系的な施

策の展開を図っていく必要がある。このため、「ワーク・ライフ・バランス

憲章」及び政府において「働き方の改革を推進する行動指針」を政策の

パッケージとして策定することが必要である。 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

３．労働市場改革 

 

人口減少下で貴重な人材がいかされるには、すべての人が働きがいと意欲

を持ち、自らの希望に基づいて安心して働けることが重要である。その観点

から、複線型でフェアな働き方の実現に向けた労働市場改革に取り組む。  

 

【改革のポイント】  

１．働き方の改革の第一弾として、仕事と家庭・地域生活の両立が可能なワ

ーク・ライフ・バランスの実現に向け、「ワーク・ライフ・バランス憲章」（仮称。

以下、「憲章」という。）及び「働き方を変える、日本を変える行動指針」（仮

称。以下、「行動指針」という。）を策定する。  

２．労働市場改革について引き続き検討を進める。  

 

【具体的手段】 

 （１） 「憲章」及び「行動指針」の策定 

経済財政諮問会議「労働市場改革専門調査会」（以下、「専門調査会」とい

う。）、男女共同参画会議「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関

する専門調査会」、「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略検討会議」の

提言等を踏まえ、関係府省の連携の下に、平成 19 年内を目途に「憲章」及

び以下の内容を含めた「行動指針」を策定する。経済財政諮問会議は、策定

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

作業の進ちょく状況について報告を受け、議論を行う。 
・ 就業率向上や労働時間短縮などの数値目標 

・ ワーク・ライフ・バランス社会の実現度を把握するための指標の在り 

方 

・ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援施策、制度改革等に 

関する政府の横断的な政策方針 

・ 経済界・労働界を含む国民運動の推進に向けた取組方針 

 

（２） 労働市場改革についての検討 

専門調査会において、冒頭の趣旨を踏まえて労働市場改革をめぐる課

題について引き続き検討を進め、その報告等を踏まえ、経済財政諮問

会議で議論を行う。 

 

 

 

○ 「経済財政改革の基本方針 2007（骨太方針）」（平成 19年６月 19日閣議決定） 

 



 
  

 
 

 

 

 

第３章 《ワークライフバランス憲章－働き方を変える、日本を変える－》の 

策定 

 

１． 就業率の向上と労働時間の短縮 

 

 

○ 就業率の向上――就業希望者が就業できるようにする  

2017年までに  

― 15～34歳の既卒男性の就業率を89%から93%に4%引上げ  

15～34歳の既卒未婚女性の就業率を85%から88%に3％引上げ 

― 25～44歳の既婚女性の就業率を57%から71%に14%引上げ  

― 60～64歳の高齢者の就業率を53%から66%に13%引上げ  

65～69歳の高齢者の就業率を35％から47%に12%引上げ  

 

○ 労働時間の短縮――フルタイム労働者の労働時間を短縮する  

2017年までに  

― 完全週休二日制の100％実施  

― 年次有給休暇の100％取得  

― 残業時間の半減  

― フルタイム労働者の年間実労働時間を１割短縮  

 

 

 
 
 

 

 

 

２． ワークライフバランス実現への本格的取組み 

 

   《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変える―》 

 

第１条 ： 多様な働き方の権利を含め、働き方の共通原則の確立 

・ 労働者が柔軟な働き方を申請できる権利を認めたイギリスの

仕組みを参考に、多様な働き方の権利を確立する。 

・ 働き方についての労働者の選択を妨げるような縦割りの制度

や政策に代えて、多様な働き方に横断的に適用される共通原

則を確立する。 

第２条 ： 税・社会保障等、働き方に中立的な制度への改革 

・ ワークライフバランスの実現のためには、労働市場の分野だ

けを検討の対象とするのではなく、家庭、税・社会保障、教育

など相互に影響を及ぼし得る周辺分野も視野に入れる必要が

ある。そうした観点から、一体的・総合的な検討を行い、必要

な制度改革を推進する。 

第３条 ： 多様な保育サービスの提供、保育所の整備による待機児童の

解消 

・ 地域における子育てをサポートするネットワークを含め、多様

な保育サービスを提供する。また、個人の選択を重視する観

点から、保育バウチャー制の導入や保育所整備等を進め、待

機児童を解消する。  

 

 

 

経済財政諮問会議 労働市場改革専門調査会第一次報告（平成 19年４月６日）   関連部分抜粋 

 



 

 

 
 
 
第４条 ： 働き方の見直しを通じた仕事の効率化で年間実労働時間を大幅

に削減 

・ 仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択で

きるよう、働き方を見直すための企業の自発的な取組を促すとと

もに、その成果の公表を求める。 

・ 年次有給休暇の 100％取得、長時間労働の削減などによる残業

時間の半減等の目標実現に向けて働き方を効率化することによ

り、年間実労働時間を大幅に短縮する。  

第５条 ： 政労使による合意形成の仕組み 

・ 政府は、ワークライフバランスに向けた企業の取組みをサポート

するとともに、その推進を図る。そのために、成功事例を収集する

とともに、その効果を分析し、一般への広報・情報提供を積極的

に進めるほか、必要な支援を行なうための「ワークライフバランス

基金」を設立する。  

・ 政労使と有識者で構成された「ワークライフバランス・サミット」の

開催等、政労使による合意形成の仕組みを構築する。 

 
 

 

 

 




