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子ども・子育て応援プランの厚生労働省
関係施策について



施策・事業名 講ずるべき施策
１６年度実績 １７年度実績 子ども・子育て応援プラン目標値

（今後５年間の目標（平成２１年度の目標））
関係省庁

数値等 数値等出所 数値等 数値等出所

１．若者の自立とたくましい子どもの育ち

（１）若者の就労支援の充実

キャリア探索プログラムの推進
職業や産業の実態、働くことの意義、職業生活等に関して生徒に理解さ
せ自ら考えさせるため、ハローワークを通じ、企業人等を講師として学校
に派遣する。

実施回数　2,958回
参加者数　330,676人

厚生労働省所管課室調べ
（平成17年3月31日現在）

実施回数　4,352回
参加者数　434,109人

厚生労働省所管課室調べ
（平成18年3月31日現在）

― 厚生労働省

若年者のためのワンストップサービス
センター（ジョブカフェ）における支援

若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）において、地
域の企業や学校などと連携し、若年者向けの情報提供、カウンセリング
や職業紹介などの各種サービスを一貫して提供する。

延べサービス利用者数
108.6万人
就職決定者数 5.3万人

厚生労働省・経済産業省所管課室調べ（平成17年3月31
日現在）

延べサービス利用者数
163.3万人
就職決定者数 8.9万人

厚生労働省・経済産業省所管課室調べ（平成18年3月31
日現在）

―
厚生労働省
経済産業省

若年者試行雇用の活用
学卒未就職者などの職業経験が十分ではない若年者を対象に、３か月
間の試行雇用を活用し、常用雇用の実現を支援する。

常用雇用
移行率　80%

厚生労働省所管課室調べ
（平成17年3月31日現在）

常用雇用
移行率　80%

厚生労働省所管課室調べ
（平成18年3月31日現在）

常用雇用移行率　８０％
（平成18年度までの目標）

厚生労働省

日本版デュアルシステムの推進

若年者向けの実践的な教育・職業能力開発の仕組みとして、企業での
実習と教育・職業訓練の組合せ実施により、若者を一人前の職業人に
育てる新しい職業訓練システムである「日本版デュアルシステム」を推進
する。

公共職業能力開発施設及び民間の教育
訓練機関での受講者数
　３１，５９１人

（独）雇用・能力開発機構等関係機関調べ（平成17年6月）
公共職業能力開発施設及び民間の教育
訓練機関での受講者数
　４０，２９９人

（独）雇用・能力開発機構等関係機関調べ（平成18年6月） ― 厚生労働省

キャリア・コンサルタントの養成
個々人の職業生活の設計や、それに即した職業選択、能力開発等を支
援する「キャリア・コンサルタント」を養成するとともに、その活用を推進す
る。

約２万８千人 厚生労働省調べ(平成16年度末) 約３万６千人 厚生労働省調べ(平成17年度末)
約５万人

（平成18年度までの目標）
厚生労働省

職場定着の促進
地域における若年労働者の相互交流や企業人事管理者の講習等の取
組を促進するとともに、働くことに関わる幅広い相談に身近に応ずる体制
を整備する。

就職後3年
以内の離職率
中学卒 72.3％
高校卒 48.9％
大学卒 35.4％
（平成13年3月卒業者）

厚生労働省所管課室調べ
（平成13年4月～平成16年3月末の期間に離職した割合）

就職後3年
以内の離職率
中学卒 70.4％
高校卒 49.3％
大学卒 35.7％
（平成15年3月卒業者）

厚生労働省所管課室調べ
（平成15年4月～平成18年3月末の期間に離職した割合）

新規学卒就職者の就職後３年以内の離職率
を毎年度対前年度比で減少
　　（平成１８年度までの目標）

厚生労働省

２．仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

　①企業等におけるもう一段の取組の推進

一般事業主行動計画の策定
　　　　　　　　　　　　　　　　大企業 中小企業も含め、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行

動計画の策定を支援するとともに、当該計画に定める目標達成など一
定の基準に適合する企業を認定し、その好事例について広く普及を図
る。

― ―
届出企業数
12,726社（99.1%）

厚生労働省所管課調べ
（平成18年3月31日現在）

行動計画を策定し、次世代育成支援に取り組
む企業の割合　　大企業　１００％

厚生労働省

　　　　　　　　　　　　　　　　中小企業 ― ―
届出企業数
1,657社

厚生労働省所管課調べ
（平成18年3月31日現在）

行動計画を策定し、次世代育成支援に取り組
む企業の割合　　中小企業　　２５％

ファミリー・フレンドリー企業の普及促
進

事業主の意識啓発等により、仕事と育児が両立できるような様々な制度
と職場環境を持つ企業（ファミリー・フレンドリー企業）の普及を促進する。

２２７企業
厚生労働省所管課調べ
（平成16年度）

２７０企業
厚生労働省所管課調べ
（平成17年度）

７００企業（21年度までの累計） 厚生労働省

　②育児休業制度等についての取組の推進

育児休業制度の定着
育児・介護休業法について、制度の周知等を図るとともに、企業の制度
として定着するよう、育児休業制度が就業規則に未整備の事業所への
指導を徹底する。

　　育児休業制度を就業
　　規則に規定している
　　企業の割合
     ６１．4％
   （※事業所規模３０人

厚生労働省
「女性雇用管理基本調査」
（平成14年度）

育児休業制度を就業
規則に規定している
企業の割合
　６１．６％
（※事業所規模３０人以上 ８６．１％）

厚生労働省
「女性雇用管理基本調査」
（平成17年度）

１００％ 厚生労働省

　④仕事と生活の調和のとれた働き方の実現

長時間にわたる時間外労働の是正

育児期にある労働者の生活等に配慮しつつ労働時間等の設定の改善
を図ることが人材の確保や生産性の向上につながることについて労使当
事者に周知するとともに、フレックスタイム制等の弾力的な労働時間制
度の活用等により多様な働き方を実現することを通じて、長時間にわた
る時間外労働の是正を図る。

週労働時間６０時間以上の雇用者の割
合
１２．２％

総務省「労働力調査（基本集計）」（平成16年）
週労働時間６０時間以上の雇用者の割
合
１１．７％

総務省「労働力調査（基本集計）」（平成17年）
長時間にわたる時間外労働を行っている者
１割以上減少

厚生労働省

年次有給休暇の取得促進
労働者が子育てのために年次有給休暇を取得しやすいようにするため、
計画的付与制度の導入、好事例の紹介や意識啓発活動を推進する。

企業全体に係る労働者一人平均年次有
給休暇の取得率　４６．６％

厚生労働省「就労条件総合調査」（平成16年度）
企業全体に係る労働者一人平均年次有
給休暇の取得率　４７．１％

厚生労働省「就労条件総合調査」（平成17年度） 少なくとも５５％以上 厚生労働省

テレワークの普及促進

テレワークの実態調査を行うとともに、テレワークに関する企業内制度や
セキュリティの高いテレワーク環境の導入の推進、創業・事業化を容易に
するための必要な環境整備、導入のためのガイドラインの整備、推進組
織による普及活動等を通じて、適正な就業環境の下でのテレワークの普
及促進を図る。

　　就業人口に占めるテレ
　　ワーカーの比率
　　　６．１％

国土交通省
「テレワーク・ＳＯＨＯの推進
による地域活性化のための
総合的支援方策検討調査」
（平成14年度）

就業人口に占めるテレワーカーの比率
　　１０．４％

国土交通省
「平成１７年度テレワーク
実態調査報告書」

２０％（平成２２年までの目標）

総務省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省

　⑥再就職等の促進

育児時間に配慮した職業訓練等の
推進

育児中の求職者が公共職業訓練を受講できるよう、柔軟な訓練コース
時間の設定を行う。また、民間機関も活用して再就職希望者のニーズに
対応した職業訓練を実施する。

698コース、12,189人が受講。
雇用・能力開発機構調べ
（平成17年5月現在）

439コース、7,524人が受講。
雇用・能力開発機構調べ
（平成18年5月現在）

― 厚生労働省

両立支援ハローワークにおける再就
職の援助

育児が一段落し、再就職を希望する者等に対し育児・家事等と就職の
両立を支援するため、子ども連れでも利用しやすい施設を整えた「両立
支援ハローワーク」において、職業情報の提供、ガイダンスの実施、多様
な職業紹介の実施等による再就職支援を推進する。
また、職務分析に基づく職業能力評価制度の整備により、個人の職業
能力や企業が求める職業能力が明らかになることで、円滑な再就職を
促進する。

１か月当たりの相談件数
約24,000件、
紹介件数
約22,000件、
就職件数
約3,000件

厚生労働省所管課室調べ
（平成16年4月～平成17年2月）

1か月当たりの相談件数
約18,000件、
紹介件数
約16,000件、
就職件数
約2,400件

厚生労働省所管課室調べ
（平成17年4月～平成18年2月）

― 厚生労働省

求人年齢の上限の緩和促進

育児が一段落し、再就職を希望する者等が、求人の年齢制限により求
職活動の制約を受けることがないよう、ハローワークの窓口等で個別の
企業に対する啓発・指導等を行うなど、求人年齢制限緩和の取組を推
進する。

公共職業安定所における全求人に占める
年齢不問求人の割合　　４０．５％

厚生労働省所管課室調べ
(平成17年３月）

公共職業安定所における全求人に占める
年齢不問求人の割合　　４２．５％

厚生労働省所管課室調べ
(平成18年３月）

３０％（平成１７年度）
※平成１９年度までの目標　５０％

（年度最終月における目標値）
厚生労働省
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