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少子化克服戦略会議
事務局説明資料
平成３０年１月２２日（月）
内閣府子ども・子育て本部

少子化・人口減少問題と安倍内閣の主な取組
＜大きな方向性・目標＞
Ø 個々人が結婚や子供についての希望を実現できる社会をつくる。（2015年『少子化社会対策大綱』）
Ø 平成72年（2060年）に１億人程度の人口の確保を展望（2015年 まち・ひと・しごと創生『長期ビジョン』 ）
Ø 希望出生率1.8の実現 （2016年 『ニッポン一億総活躍プラン』）
Ø 幼児教育の無償化を一気に加速、待機児童解消に向け、「子育て安心プラン」の前倒しし、2020年度末
までに32万人分の受け皿整備（2017年『新しい経済政策パッケージ』）
少子化対策

一億総活躍

まち・ひと・しごと創生

人づくり革命

2015「少子化社会対策大綱」

2016「ニッポン一億総活躍プラ
ン」

2015「長期ビジョン」（2060視

2017「新しい経済政策パッケ
ージ」(目標2020）

○10年間のロードマップ
○経済成長の隘路である少子高
齢化に真正面から立ち向かう。
○GDP600兆円、希望出生率1.8、
介護離職ゼロの実現
【主な取組】
（1）働き方改革
（2）子育て・介護の環境整備
（3）奨学金の充実、若者・子育て
世帯の支援
など

〇「生産性革命」と「人づく
○人口急減・超高齢化に対し、 り革命」を車の両輪として、
各地域が特徴を活かした自律 少子高齢化という最大の壁に
的で持続的な社会を創生
立ち向かう。
○子育て世代、子供たちに大
【主な取組】
胆に政策資源を投入。

○5年間の集中的な取組
○少子化危機は克服できる課
題。結婚、妊娠、子供・子育
てに温かい社会の実現に向け、
社会全体で行動。
【主な取組】
（1）「子ども・子育て支援新制度」
の施行
（2）結婚支援（大綱で初記載）
（3）多子世帯への一層の配慮
など

2019まで

2025まで

野）

2015「総合戦略」(目標2020）

（１）地方における安定した雇用
創出
（2）地方への新しい人の流れを
創出
など

2019まで

【主な取組】
（１） 幼児教育無償化
（２） 待機児童の解消
（３） 高等教育の無償化
など

2020まで
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１ 少子化対策大綱
少 子 化 社 会 対 策 大 綱 （概要）
〜結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現をめざして〜
平成２７年３月20日
○少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の指針
○平成27年３月20日閣議決定（平成16年、22年に続き、今回は３回目）
＜少子化社会対策基本法＞（平成15年法律第133号）
（施策の大綱）
第７条 政府は、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
の施策の大綱を定めなければならない。

Ⅰ はじめに
○少子化は、個人・地域・企業・国家に至るまで多大な影響。社会経済の根幹を揺るがす危機的状況
○少子化危機は、解決不可能な課題ではなく、克服できる課題
○直ちに集中して取り組むとともに、粘り強く少子化対策を推進
○結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現に向けて、社会全体で行動を起こすべき
Ⅱ 基本的な考え方 〜少子化対策は新たな局面に〜
（１） 結婚や子育てしやすい環境となるよう、社会全体を見直し、これまで以上に対策を充実
（２） 個々人が結婚や子供についての希望を実現できる社会をつくることを基本的な目標
※個々人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに留意

（３）「結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない取組」と「地域・企業など
社会全体の取組」を両輪として、きめ細かく対応
（４） 今後５年間を「集中取組期間」と位置づけ、Ⅲで掲げる重点課題を設定し、政策を効果的かつ
集中的に投入
（５） 長期展望に立って、子供への資源配分を大胆に拡充し、継続的かつ総合的な対策を推進

2

Ⅲ 重点課題
１．子育て支援施策を一層充実
○「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施
・ 財源を確保しつつ、「量的拡充」と「質の向上」
・都市部のみならず、地域の実情に応じた子育て
支援に関する施設・事業の計画的な整備
⇒27年4月から施行。保育の受け皿確保等による「量的拡充」
と保育士等の処遇改善等による「質の向上」
⇒地域のニーズに応じて、利用者支援事業、地域子育て支援
拠点、一時預かり、多様な保育等を充実
⇒今後さらに「質の向上」に努力

○待機児童の解消

３．多子世帯へ一層の配慮
○子育て・保育・教育・住居などの負担軽減
⇒幼稚園、保育所等の保育料無償化の対象拡大等の検討
や保育所優先利用

○自治体、企業、公共交通機関などによる
多子世帯への配慮・優遇措置の促進
⇒子供連れにお得なサービスを提供する「子育て支援
パスポート事業」での多子世帯への支援の充実の促進

４．男女の働き方改革
○男性の意識・行動改革

・ 「待機児童解消加速化プラン」「保育士確保プラン」

・長時間労働の是正

⇒認定こども園、保育所、幼稚園等を整備し、新たな受け入
れを大胆に増加。処遇改善や人材育成を含めた保育士の確保
⇒29年度末までに待機児童の解消をめざす

⇒長時間労働の抑制等のための法整備、「働き方改革」

○「小１の壁」の打破
・「放課後子ども総合プラン」
⇒小３までから小６までに対象が拡大された放課後児童クラ
ブを、31年度末までに約30万人分整備

２．若い年齢での結婚・出産の希望の実現
○経済的基盤の安定
・若者の雇用の安定
⇒若者雇用対策の推進のための法整備等

・高齢世代から若者世代への経済的支援促進
⇒教育に加え、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度創設

・若年者や低所得者への経済的負担の軽減

○結婚に対する取組支援
・自治体や商工会議所による結婚支援
⇒適切な出会いの機会の創出・後押しなど、自治体や商工
会議所等による取組を支援

・人事評価の見直しなど経営者等の意識改革
⇒部下の子育てを支援する上司等を評価する方策を検討

・男性が出産直後から育児できる休暇取得
⇒企業独自の休暇制度導入や育休取得促進

○「ワークライフバランス」・「女性の活躍」
・職場環境整備や多様な働き方の推進
⇒フレックスタイム制の弾力化、テレワークの推進

・女性の継続就労やキャリアアップ支援
⇒「女性活躍推進法案」

５．地域の実情に即した取組強化
○地域の「強み」を活かした取組
・地域少子化対策強化交付金等により取組支援
・先進事例を全国展開

○「地方創生」と連携した取組
・国と地方が緊密に連携した取組
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Ⅳ きめ細かな少子化対策の推進
１．各段階に応じた支援
○結婚
・ライフデザインを構築するための情報提供
⇒結婚、子育て等のライフイベントや学業、キャリア
形成など人生設計に資する情報提供やコンサル支援

○妊娠・出産
・「子育て世代包括支援センター」の整備
⇒妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な
相談支援を提供するワンストップ拠点を整備し、
切れ目のない支援を実施

○子育て
・経済的負担の緩和 ⇒幼児教育の無償化の段階的実施
・三世代同居・近居の促進 ・小児医療の充実
・地域の安全の向上 ⇒子供の事故や犯罪被害防止
・障害のある子供、貧困の状況にある子供など様々な
家庭・子供への支援
⇒障害のある子供への支援、子供の貧困対策、ひとり親家庭
支援、児童虐待防止

○教育
・妊娠や出産に関する医学的・科学的に正しい知識の
教育

・産休中の負担軽減
⇒出産手当金による所得補償と社会保険料免除

・産後ケアの充実
⇒産後ケアガイドラインの策定検討

・マタニティハラスメント・パタニティハラス
メントの防止 ⇒ 企業への指導の強化・徹底
・周産期医療の確保・充実等

２．社会全体で行動し、少子化対策を推進
○結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり
・マタニティマーク、ベビーカーマークの普及
・子育て支援パスポート事業の全国展開

⇒ 教材への記載と教職員の研修

○仕事
・正社員化の促進や処遇改善
・ロールモデルの提示
⇒就労する・しない、子供を持ちながら働き続ける、
地域で活躍を続ける等のロールモデルの提示

・「地方創生」と連携した地域の雇用創出

○企業の取組
・ 企業の少子化対策や両立支援の取組の「見える化」と
先進事例の情報共有
⇒次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定促進

・表彰やくるみんマーク普及によるインセンティブ付与

Ⅴ 施策の推進体制等
・内閣総理大臣を長とする「少子化社会対策会議」を中心に、「まち・ひと・しごと創生本部」と
○国の推進体制
連携しつつ、政府一体で推進

○施策の検証・評価
○大綱の見直し

・数値目標を設定
・自治体・企業も対象とする検証評価の方策を検討
・おおむね５年後を目途に見直し
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基本目標
個々人が希望する時期に結婚でき、かつ、希望する子供の数と生まれる子供の数との乖離をなくしていくための環境を整備し、
国民が希望を実現できる社会をつくる

主な 施策の数値目標（20 20年）
子育て支援
□ 認 可 保 育 所 等の定員 ：
２６７万人（2017年度）
⇒ 待機児童 解消 をめざす （2017年度末）

（234万人（2014年4月））
（21,371人（2014年4月））

□ 放 課 後 児童 クラ ブ ：
１２２万人
⇒ 待機児童 解消 をめざす （2019年度末）

（94万人（2014年5月））
（9,945人（2014年5月））

□
□
□
□
□

地域子育て拠点事業 ：
８，０００か所
利 用 者 支援 事 業 ：
１，８００か所
一 時 預 か り 事 業 ： 延べ１，１３４万人
病児・病後児保育 ：
延べ１５０万人
養 育 支 援訪 問 事業 ：
全市町村

□ 子育て世代包括支援センター ： 全国展開

（6,233か所(2013年度)）
（291か所（2014年度））
（延べ406万人（2013年度））
（延べ52万人（2013年度））
（1,225市町村（2013年4月））
支援ニーズの高い妊産婦への支援実施の割合 100％

男女の働き方改革（ワークライフバランス）
■ 男性の配偶者の出産直後の休暇取得率 ： ８０％ （−）
□ 男性の育児休業取得率 ： １３％ （2.03％（2013年度））
教育

□ 第１子出産前後の女性の継続就業率： ５５％ （38.0％（2010年））

■ 妊娠・出産に関する医学的・科学的に正しい知識についての理解の割合 ： ７０％ （34％（2009年）） （注）先進諸国の平均は約64%

結婚・地域
■ 結婚・妊娠・出産・子育ての各段階に対応した
総合的な少子化対策を実施している地方自治体数 ： ７０％以上の市区町村 （２４３市区町村（約１４％）（2014年末））

企業の取組
■ 子育て支援パスポート事業への協賛店舗数 ： ４４万店舗 （22万店舗（2011年））

結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会
■ 結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現に向かっていると考える人の割合 ： ５０％

■は新規の目標

（19.4%（2013年度））
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２ ニッポン一億総活躍プラン
国 民 生活における課題

希望出生率
１．８の実現
結

希望どおりに結婚したい
※現状の35〜39歳未婚率
男性35.6％、女性23.1％
※結婚意思率（18〜34歳）
男性86.3％、女性89.4％

婚

希望どおりの年齢での結婚を
かなえたい
※現状の平均初婚年齢
男性31.1歳、女性29.4歳
※希望結婚年齢（18〜34歳）
男性30.4歳、女性28.4歳

妊
娠
・ 出

夢をつむぐ子育て支援

希望どおりの人数を出産・子
育てしたい
※現状
・ 夫婦の平均予定子供数
2.07人
・独身者の希望子供数
2.12人
・理想の子供数を持てない理
由として「子育てや教育にお
金がかかるから」と回答した
割合60.4％

産
・ 子
育
ひとり親家庭

て

ひとり親家庭の生活環境を
改善し、子供の学習意欲を向
上させたい
※現状
・ひとり親家庭の子供の高
校卒業後の進学率 41.6％
（全世帯平均 73.2％）

検 討 すべき方向性

対応策

若年の雇用安定化・所得向上
・失業率（全体3.3％）
・若年（15〜34歳）非正規割合
27.7％
・若年（15〜34歳）無業者 56万人
出会いの場の提供
・今まで結婚していない理由（20代・
30代）「適当な相手に巡り合わない」
男性53.5％、女性55.1％
保育・育児不安の改善
・安心して結婚・妊娠・出産・子育て
できる社会が実現していると考え
る人の割合：19.4％
待機児童の解消
・保育所待機児童数 23,167人
・放課後児童クラブ待機児童数
16,941人
仕事と育児が両立できる環境整備
・フルタイムに対するパートタイムの
賃金水準 56.6％
・週労働時間49時間以上
21.3％
・非労働力人口の女性のうち就労
を希望する者 301万人
・セクハラ防止に取組企業 59.2％
教育費負担感の軽減、相談体制の
充実
・子育てにかかる経済的な負担とし
て大きいと思われるもの
①学校教育費 55.6％
②塾等学校以外教育費47.0％
③保育所等費用 39.1％
ひとり親家庭の所得の向上
・母子世帯の平均年間収入
就労収入 181万円
収入合計 223万円

①
若者の雇用安定・待遇改善
②
サービス産業の生産性向上
（※「名目GDP600兆円の実現」⑮と共
通）

③
結婚支援の充実
④
妊娠・出産・育児に関する不安の
解消
⑤
子育てを家族で支える三世代同
居・近居しやすい環境づくり
⑥
多様な保育サービスの充実
⑦
保育サービスを支える多様な人材
の確保、生産性の向上
⑧
働き方改革の推進
（※「介護離職ゼロの実現」⑤と共通）

⑨
女性活躍の推進
⑩
地域の実情に即した支援
⑪
希望する教育を受けることを阻む
制約の克服
⑫
子育てが困難な状況にある家族・
子供等への配慮・対策等の強化

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年６月２日閣議決定）
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「希望出生率1.8」について
○結婚や子供の数の希望
・結婚の希望
「いずれ結婚するつもり」と答える未婚者：約９割
・子供の数の希望
夫婦の予定子供数：2.07人 等

乖
離

○結婚や子供の数の現状
・結婚
未婚率：男性30‑34歳：47.3％、女性30‑34歳：34.5％
・子供の数
夫婦の完結出生児数：1.96人

結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなえられる環境を整備する必要

「希望出生率1.8」の実現へ
○若い世代における、こうした希望等が叶うとした場合に想定される出生率を「希望出生率」として、一定の仮定
に基づく計算を行えば、概ね1.8程度となる。
希望出生率

＝（ 有配偶者割合×夫婦の予定子ども数
＋
独身者割合×独身者のうち結婚を希望する者の割合×独身者の希望子ども数 ）
×
離死別等の影響
＝（ ３４％×２．０７人＋６６％×８９％×２．１２人 ）
＝ １．８３
≒ １．８ 程度

×

０．９３８

＜基礎数値等＞
・ 有配偶者割合：総務省統計局「国勢調査」（平成22年）における18〜34歳の有配偶者の割合 33.8％（女性）
・ 独身者割合：１−有配偶者割合
・ 独身者のうち結婚を希望する者の割合：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（第14回、平成22年）における
18〜34歳の独身者のうち「いずれ結婚するつもり」と答えた者の割合 89.4％（女性）
・ 夫婦の予定子ども数：上記「出生動向基本調査」における夫婦の平均予定子ども数 2.07人
・ 独身者の希望子ども数：上記「出生動向基本調査」における18〜34歳の独身者（「いずれ結婚するつもり」と答えた者）の
平均希望子ども数 2.12人（女性）
・ 離死別等の影響：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」における出生中位の仮定に
用いられた離死別等の影響 0.938
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働き方改革実行計画
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３ まち・ひと・しごと創生 「総合戦略（2017改訂版）」
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４ 人づくり革命
新しい経済政策パッケージ（平成29年12月8日閣議決定）（抄）
●「人づくり革命」（目次）
１．幼児教育の無償化
２．待機児童の解消
３．高等教育の無償化

４．私立高等学校の授業料の無償化
５．介護人材の処遇改善
６．これからの施策を実現するための安定財源

７．財政健全化との関連
８．来年夏に向けての検討継続事項
９．規制制度改革等

■幼児教育の無償化（抜粋）

■待機児童の解消（抜粋）

（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、来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」を前倒しし、2020年
度までに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。（後略）

（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る。
2018年度から2022年度末までの５年間で、女性就業率80％に対応
できる32万人分の保育の受け皿を整備する「子育て安心プラン」を
策定したところである。同プランをより速く実現させるため、同プラン
を前倒しし、2020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2019年
度から段階的に取組を進めていくのに対し、「子育て安心プラン」は、
2018年度（来年度）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。

（実施時期）
こうした幼児教育の無償化については、消費税率引上げの時期との関係で増収額に合
わせて、2019年４月から一部をスタートし、2020年４月から全面的に実施する。（後略）

（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年度末までの約30万人分
の新たな受け皿の確保を、来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。
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「子育て安心プラン」

【平成29年６月２日公表】

【待機児童を解消】
東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の予算を平成30年度から平
成31年度末までの２年間で確保。（遅くとも平成32年度末までの３年間で全国の待機児童を解消）
【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】
「Ｍ字カーブ」を解消するため、平成30年度から平成34年度末までの５年間で女性就業率80％に対応できる約32万
人分の受け皿整備。
（参考）スウェーデンの女性就業率：82.5％（2013）
自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)
2017（Ｈ29）
年度末

2013（Ｈ25）年度

約53万人増

※

2022（Ｈ34）
年度末

6万人前倒し

２年前倒し

「待機児童解消加速化プラン」
（５年間）

女性(25-44歳)就業率

2019(H31)〜
2020(Ｈ32)年度末

約32万人増

約 59.3万人増

待機児童数

２年前倒しし、平成32年度末までの
３年間で約32万人分の受け皿を整備

約2.6万人（H29.4)
72.7％(H28)

「子育て安心プラン」
（２〜３年間）
ゼロ
80％

保育人材の確保に関し、平成29年度予算では、一律２％の処遇改善を実施し、安倍内閣の下で合計10パーセントの改善を実現。また、
同時に技能及び経験に応じたキャリアアップの仕組みを設け、月額最大４万円の処遇改善を実施。
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６つの支援パッケージの主な内容
１ 保育の受け皿の拡大

３ 保護者への「寄り添う支援」の普及促進

〜更なる都市部対策と既存施設の活用、多様な保育を推進する〜

〜更なる市区町村による保護者支援を行う〜

・都市部における高騰した保育園の賃借料への補助

・「保育コンシェルジュ」による保護者のための出張相談
などの支援拡大

・大規模マンションでの保育園の設置促進

・待機児童数調査の適正化

・幼稚園における２歳児の受入れや預かり保育の推進
・企業主導型保育事業の地域枠拡充など
・国有地、都市公園、郵便局、学校等の余裕教室等の活用
・家庭的保育の地域コンソーシアムの普及、小規模保育、
病児保育などの多様な保育の受け皿の確保
・市区町村ごとの待機児童解消の取組状況の公表
※市区町村における待機児童対策の取組状況（受け皿拡大量、
各年４月１日の待機児童数等）を市区町村ごとに公表。

・保育提供区域ごとの待機児童解消の取組状況の公表
・広域的保育園等利用事業の積極的な活用促進

２ 保育の受け皿拡大を支える「保育人材確保」
〜保育補助者を育成し、保育士の業務負担を軽減する〜
・処遇改善を踏まえたキャリアアップの仕組みの構築
・保育補助者から保育士になるための雇上げ支援の拡充

４ 保育の受け皿拡大と車の両輪の「保育の質の確保」
〜認可外保育施設を中心とした保育の質を確保する〜
・地方単独保育施設の利用料支援
・認可外保育施設における事故報告等と情報公表の推進
・災害共済給付の企業主導型保育、認可外保育施設への対象
拡大

５ 持続可能な保育制度の確立
・保育実施に必要な安定財源の確保

６ 保育と連携した「働き方改革」
〜ニーズを踏まえた両立支援制度の確立を目指す〜

・保育士の子どもの預かり支援の推進

・男性による育児の促進

・保育士の業務負担軽減のための支援

・研究会を開催し育児休業制度の在り方を総合的に検討
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【参考】 子育て関連の主な施策・取組マップ（イメージ）
病院

医療費補助

公共交通機関

子育てバリアフリーの推進

地域社会

子育て資金・教育資金の一括贈与
に係る贈与税の非課税措置

ファミリーサポートセンター
子育て広場、子育てサロン

商店街

子育て支援
パスポート

小学校

企業

親族

※ 「子どもを産み育てやすい社会をつくる」等の
ための製品・空間・サービス

子育て世帯

父親の家事・育児参画推進
（イクメン・さんきゅうパパプ
ロジェクト）

児童手当支給

勤め先

テレワーク推進

保育園

レジャー等
義務教育無償
就学援助・就学支援金
学童保育

子供向けプラン・料金
の設定

キッズデザイン（※ ）
普及促進

保育受け皿整備
保育士処遇改善
幼児教育の無償化の
段階的な実施

サテライト
オフィス設置

働き方改革
イクボス養成
育児休業（給付）
企業内保育所整備

（注１）行政が主体の施策に加え、企業・
民間団体の取組も記載。
（注２）施策・取組により、所得制限や適
用条件の有無・内容は異なる。
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