
参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

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
　　１　初等中等教育段階におけるキャリア教育の推進

―
平成１７年度の公立中学校における職場体験実施状況は９１．９％、全日制
高等学校におけるインターンシップの実施状況は６３．７％であり、平成１６年
度に比べそれぞれ２．２％、４．０％伸びており、着実に進行。

　　２　キャリア探索プログラムの推進

実施回数
2,958回
参加者数
330,676人

「目指すべき社会の姿」の実現に向けて、講ずるべき施策について推進して
いるところである。

　　３　インターンシップ（就業体験）の推進

１７年度においては、当初予算額667百万円のところ、補助申請が多かった
ため、交付実績は420校に対して915百万円となった。

　　４　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）における支援の推進

延べサービス
利用者数
108.6万人
就職決定者数
5.3万人

「目指すべき社会の姿」の実現に向けて、講ずるべき施策について推進して
いるところである。

平成１７年度は、利用者数、就職者数とも目標を達成しており、引き続き、若
者視点に立ったよりきめ細かいサービスを提供することにより、利用者の増
加を増やすとともに、地域の中小企業との連携を強化することで、若者の就
業促進につなげていく。一方で、平成１８年度でモデル事業が終了すること
から、地域の実情に応じたモデルの構築を図っていく。

　　５　若年者試行雇用の活用

常用雇用
移行率　80%

平成１７年度において、目標を達成。１８年度についても、常用雇用移行率８
０％を目指す。

　　６　日本版デュアルシステムの推進

・専門高校における取組については、関係機関との連携を通じて、生徒の職
業意識の啓発と効果的な企業実習に取り組む事例が見られるなど、一定の
成果が上がっており、概ね順調な進捗状況であると判断。
・専修学校における取組についても、着実に実施。

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

平成16年度の実績31,591人より大幅に増加するなど、本システムの受講者
は順調に増加しており、若年者の能力開発として有効な施策である。

　　７　キャリア・コンサルタントの養成・活用の推進

約2万8千人 計画どおりに進行している。

　　８　職場定着の促進

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）

平成15年３月の新規高卒就職者及び新規大卒就職者の就職後３年以内の
離職率は前年と比べ微増しているが、平成17年３月の新規中卒就職者、新
規高卒就職者及び新規大卒就職者の就職後１年以内の離職率は前年と比
べすべて減少しているため、今後の動向を注視していく。

385校に補助（実績額：806万円）

経済産業省

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

－ －

―

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。

厚生労働省

文部科学省

－ － 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。

－

―

実施回数
4,352回
参加者数
434,109人

― ―

420校に補助 ― ―
インターンシップに前向きに取り組む大学等の支援を通
じ、学生の学習意欲の向上や高い職業意識の向上等に
意義を有するインターンシップを推進する。

―
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。

厚生労働省

キャリア教育に関するフォーラムの開催：全国２カ所
各都道府県における中学校を中心とした５日間以上の職場体
験等の実施：全国３１０地域
高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究の
実施：　全国６２地域

文部科学省―
職場体験等を通じて、小・中・高等学校におけるキャリア
教育の更なる推進を図る。

１９年度見込

　　同左

子ども・子育て応援プランの進捗状況

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」

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）

１８年度見込

　　同左

キャリア教育に関するフォーラムの実施：全国１カ所(実績)
小・中・高等学校におけるキャリア教育の指導内容・方法等の
調査研究の実施：全国４８地域(実績)
各都府県における中学校を中心とした５日間以上の職場体験
等の実施：全国２０９地域(平成１８年８月現在)

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

約3万6千人

キャリア教育に関するフォーラム：全国２カ所
キャリア教育の指導内容・方法等の調査研究：全国４８地域
中学校を中心とした５日間以上の職場体験等の実施：全国１３８地域

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

〔専門高校〕モデル事業において企業実習を行った生徒が約９００名、
企業実習の受入企業が約７００社
〔専修学校〕産業界との連携・協力により学びながら働く人のための就
業を組み込んだカリキュラムの編成等の先導的モデルの開発を行い、
専修学校に対して周知・普及

サービス
利用者数
163.3万人
就職決定者数　8.9万人

延べサービス
利用者数
163.3万人
就職決定者数　8.9万人

常用雇用
移行率　80%

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

－

－－

　
引き続き実施。

専門高校における取組については、平成１９年度は、各地域に
おける企業と学校の効果的な連携に関する事例を積み重ね、
更なる普及・定着を図る。
・専修学校における取組については、日本版デュアルシステム
の活用など、若年早期離職者等に対し職業能力の向上を図っ
ていく取組を推進する。

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。

厚生労働省

常用雇用移行率　８０％
（18年度までの目標）

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。

文部科学省

厚生労働省

厚生労働省

約5万人

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。

－ －
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）

約５万人
（18年度までに達成）
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

（２）奨学金事業の充実
　　９　日本学生支援機構奨学金事業の充実

貸与人員：93.1万人
（基準適格申請者に対する貸与率：95,2%）

概ね計画通りに進行している。
（備考）高等学校等奨学金事業交付金分を含む。

（３）体験活動を通じた豊かな人間性の育成
　　１０　子どもの多様な活動の機会や場所づくりの推進

「地域子ども教室推進事業」
5,321ヶ所

「地域子ども教室推進事業」を全国約8,000ヶ所において実施し、延べ約
2,487万人の子どもと、延べ約382万人の地域の大人が参加しており、推進
が図られていると判断。

　　１１　地域ボランティア活動の推進

― 委託先数：475ヵ所 当該事業を475地域で着実に実施。

　　１２　学校における体験活動の充実

―
概ね計画通り進捗しているが、一定期間のまとまった体験活動について
一層の充実が必要。

　　１３　青少年の自立を支援する体験活動の充実

― 計画どおりに進行している。

　　１４　こどもエコクラブ事業の推進

小中学生のこどもエコクラブ登録者数
　83,156

18年度までの目標値を、既に17年度に達成し、目標を上回って進捗してい
る。

　　１５　子どもパークレンジャー事業の推進

― 引き続き、当該事業を通じた、子どもたちへの自然体験活動の推進を図る。

　　１６　農林漁業体験活動等の推進

― 施策の着実な推進が図られている

　　17　都市公園の整備

89,216箇所
106,370ha

引き続き推進していく。

　　１８　河川空間を活用した体験活動の推進

―
「子どもの水辺」再発見プロジェクト及び水辺の楽校プロジェクトの登録箇所
数は順調に増加しているところ。

　　１９　自然・社会教育活動等の場としての海岸づくり

― 海岸事業により着実に整備を実施しているところ。

海岸事業により着実に整備を実施しているところ。

海辺における自然・社会教育活動等を安全に楽しめ、ま
た、都市・農漁村及び世代間の交流の場となる海岸づくり
を推進する。

国土交通省－ － －

―

―

ＮＰＯ、ボランティア団体等と連携し、河川特有の機能を
十分に活かした取組を推進するとともに、必要に応じて
交流・自然体験・環境教育の場としての身近な水辺環境
の整備を実施する。

国土交通省－ － －

91,663箇所
109,178ha

－ － ―
都市公園の整備やその活動を通して、身近な自然にふ
れあうとともに、自由に遊べる場を地域全体で確保する。

国土交通省

―

農山漁村の豊かな自然環境の中で、様々な農林漁業体
験活動や自然体験活動等を経験することを通じた人間性
の育成を図るとともに、身近な自然に安心してふれあえ
る環境整備を推進する。

農林水産省

○各地で取り組まれている農業・農村体験活動を将来的に定着させる
ための全国的な組織作りへの支援及び農業・農村体験学習の受入に
関する情報提供等への支援を実施。
○森林環境教育を推進するため、指導者の養成・確保、プログラム等
の開発・普及、全国シンポジウムの開催や情報提供、森林環境教育の
推進方策に関する調査等を実施するとともに、文部科学省と連携し、
「森の子くらぶ活動推進プロジェクト」を推進。
○農林漁業体験活動等の環境整備については、農業生産基盤整備、
農村生活環境整備、教育の森や学校林の整備等の森林環境整備、海
岸事業により環境整備を総合的に実施。

○引き続き、各地で取り組まれている農業・農村体験活動を将
来的に定着させるための全国的な組織作りへの支援及び農
業・農村体験活動の受入に関する情報提供等への支援を推
進。
○森林環境教育を推進するため、平成１８年度は長期滞在型
の活動など体験活動の質の向上、木材利用に関する教育活動
などを推進。
○農林漁業体験活動等の環境整備については、引き続き、農
業生産基盤整備、農村生活環境整備、森林・施設整備、海岸事
業により環境整備を総合的に推進。

－

－ － － ―
子どもパークレンジャー事業を通じて、国立公園等の豊
かな自然の中で自然や環境の大切さを学ぶ機会の提供
などの自然体験活動の推進を図る。

環境省

１１万人（平成１８年度までの目標）
こどもエコクラブを通じて、身近な地域社会での自主的な
環境学習を行う機会の提供などの体験活動の推進を図
る。

環境省110,236 － －

３６か所に委託し、モデル事業を展開。 ４７か所でモデル事業を展開予定。 － 全国に普及（平成１９年度までに達成）
青少年が自立した人間として成長することを支援するた
め、青年の長期社会体験活動等の主体性・社会性をはぐ
くむ体験活動を推進する。

文部科学省

全国の小・中・高等学校において一定期間のまとまった
体験活動が実施されるようになること

児童生徒の社会性や豊かな人間性を育むため、都市部
から農山漁村や自然が豊かな地域に出かけ、異なる環
境における豊かな体験活動の促進や、長期にわたる集
団宿泊等の共同体験等をはじめとした、他校のモデルと
なる体験活動に取り組む。

文部科学省小学校及び高等学校において年７日間以上の体験活動を実施 － －

委託先数：620ヶ所 － ―

子どもたちと地域社会との関わりを深め、豊かな人間関
係を形成できるよう、高等学校等におけるボランティア活
動の単位認定等の取組を促進するなど、地域におけるボ
ランティア活動の全国的な展開を推進する。

文部科学省

10,000ヶ所

海岸事業により着実に整備を実施。

「放課後子ども教室推進事業」
10,000ヶ所

文部科学省　基準を満たす希望者全員への貸与に向け努力
若者の自立を促すためにも、勉学を希望する若者が経済
的理由でその機会を失うことがないよう、奨学金制度によ
る支援を一層推進する。

農林水産省

貸与人員：102.0万人（※）
（基準適格申請者に対する貸与率：97.9％）

貸与人員：109.2万人（※） 貸与人員：114.3万人（※）

海岸事業により着実に整備を実施。 －

―
子どもたちが放課後や週末に様々な体験活動や地域住
民との交流活動等を行えるような地域における取組の推
進を図る。

文部科学省7,954ケ所
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

（４）子どもの学びの支援
　　２０　義務教育改革の推進

―

　　２１　「生きる力」の育成

―

学力向上アクションプランや習熟度別・少人数指導、体験活動等の諸施策を
着実に推進。なお、確かな学力については、国内外の学力調査等の結果か
ら、国際的に見て上位にあり、学力低下傾向に歯止めがかかったと考えられ
るものの、読解力が低下傾向にあることや学習意欲や学習習慣に課題があ
ることが明らかとなっている。また、健康・体力については、児童生徒数の減
少に伴う運動部参加生徒数の減少により、主に団体競技において活動の継
続が困難な場合があるため、引き続き複数校合同運動部等の推進を図る必
要がある。

　　２２　地域に開かれ信頼される学校づくり

―

　　２３　特色ある高等学校づくり

[学校評価について]
・外部評価の実施率：78．4％
・自己評価結果の公表率：42.8％

［学校運営協議会制度について］
保護者や地域住民が学校運営に参画する学校
運営協議会の設置を可能とするため「地方教育
行政の組織及び運営に関する法律」の一部を
改正し、平成１６年９月９日から施行

[学校評価について]
・学校評価の実施に関しては、アンケート等による意見聴取を行っていな
かったり、その実施内容が不十分であるというような課題が見られる。

［学校運営協議会制度について］
学校運営協議会制度導入後、２年を経過したところであるが、その導入校は
現在も増加しており、引き続き制度の円滑な普及促進を図る。

・「目指せスペシャリスト」：前年度からの継続分
を含め平成１６年度で １９校指定
・総合学科　２４８校
・単位制高等学校 ５９１校

・各学校からの報告書や実地調査を行った当事業の企画評価委員から、各
学校における生徒等の熱意のある取組が報告されていることから、概ね順
調な進捗状況であると判断。
・総合学科や単位制高等学校は着実に増加しており、概ね順調な進捗状況
であると判断。

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
　　２４　一般事業主行動計画の策定・実施の支援

―
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％

計画どおり進行している。

―
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％

計画どおり進行している。

―
次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業数
　　計画策定企業の２０％以上

平成19年４月１日からの認定開始に向け目標達成に努力しているところであ
る。

　　２５　ファミリー・フレンドリー企業の普及促進

表彰企業数　２２７企業(16年度までの累計) 目標達成には今後一層の努力を要する。

　②育児休業制度等についての取組の推進
　　２６　育児休業制度の定着

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％(14年)
（※事業所規模３０人以上　８1．１％）

計画どおり進行している。

　　２７　育児休業の取得促進、子育て期間中の勤務時間短縮等の措置の普及促進

― 男性の育児休業取得率については、今後一層の努力を要する。

　　２８　時間外労働の制限、深夜業の免除、子の看護休暇の制度の定着

― 着実に実施している。

―

多様化する生徒の実態に対応し、生徒の個性を最大限
に伸ばすため、将来の科学技術系人材や専門的職業人
の育成や、総合学科や単位制高等学校など特色ある学
校・学科等の設置を推進する。

・前年度からの継続分を含めて平成１７年度で３３校を指定。
・総合学科　２８６校
・単位制高等学校　６８４校

前年度からの継続分を含めて平成１８年度で３６校を指定。
社会的要請に応じて「目指せスペシャリスト（「スーパー専門高
校」）」の対象学校数の充実に努め、特色ある高等学校の支援
を推進する。

文部科学省

－

届出企業数
12,726社
（99.1%）

－ － － ―

義務教育の到達目標の明確化、学力の向上、教員の資
質向上などをはじめとする義務教育改革を推進し、信頼
され、安心して子どもを託すことのできる学校づくりを図
る。

文部科学省

－ － － ―

学習意欲の向上や指導の改善等をねらいとする「学力向
上アクションプラン」の推進や習熟度別指導や少人数指
導の推進等により「確かな学力」の向上を図るとともに、
学校における体験活動の充実等による豊かな人間性の
育成を図る。また、学校における体育・運動部活動の充
実等により子どもの健康・体力をはぐくむ。

文部科学省

学校評価の実施及びその結果の公表を促進することによ
り、学校の説明責任を果たし、教育活動の改善を図る。
学校評議員制度や、保護者や地域住民が公立学校運営
に参画する学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）
の設置を促進する。

「学校評価について]
平成１８年３月２７日に｢義務教育諸学校における学校評価ガイドライ
ン｣（文部科学大臣決定）を策定
学校評価の実施率については、集計中

［学校運営協議会制度について］
平成１８年３月末現在、全国で４１校が学校運営協議会を設置

［学校運営協議会制度について］
平成１８年１２月１５日現在、全国で１２４校が学校運営協議会
を設置

－

文部科学省－ － ―

厚生労働省

－ － － ―

育児中の労働者が請求した場合には、時間外労働が制
限（年１５０時間まで）される制度及び深夜の労働が免除
される制度や、労働者が病気やけがをした子の看護のた
めに休める制度の周知・徹底を図る。

－

６１．６％
（※事業所規模３０人以上　８６．１％）

－ －

－ － －

届出企業数
1,657社

－ －

－

２７０企業 － －

－ － －

７００企業（21年度までの累計）
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。

厚生労働省

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。

１００％ 厚生労働省

育児休業取得率の目標達成に向け、職場の意識改革を
進めるための啓発活動や好事例の普及を図る。また、事
業主に対する指導や助成等により、子育て期間中の勤務
時間短縮等の措置の導入促進を図る。

― 厚生労働省

厚生労働省

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。
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　③男性の子育て参加の促進
　　２９　男性の子育て参加促進に向けた取組の推進

―
平成19年４月１日からの認定開始に向け目標達成に努力しているところであ
る。

　④仕事と生活の調和のとれた働き方の実現
　　３０　個々人の生活等に配慮した労働時間の設定改善に向けた労使の自主的取組の推進

―
「労働時間等設定改善法」が平成18年4月に施行され、同法に基づき、企業
における労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的取組を促進して
いる。

　　３１　仕事と生活の調和キャンペーンの推進（「短時間集中」型の働き方等の普及）

―
企業の労使関係者の参集を求め「仕事と生活の調和のとれた働き方の普及
促進に関するシンポジウム」を開催する等により、仕事と生活の調和につい
て意識啓発を行っている。

　　３２　長時間にわたる時間外労働の是正

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合
１２．２％

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合は平成１６年度の１２．２％から平
成17年の１１．７％へと減少しており、現状のまま推移すると仮定すると目標
を達成できる見込みである。

　　３３　年次有給休暇の取得促進

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％

平成１７年度においては、４７．１％となっており、目標達成のためには更なる
取組が必要である。

　　３４　パートタイム労働者の均衡処遇の推進

― 着実に実施している。

　　３５　柔軟な転換制度の導入の推進

― 着実に実施している。

　　３６　多様就業型ワークシェアリングの普及促進

―

　　３７　テレワークの普及促進

就業人口に占めるテレワーカーの比率
　　　６．１％(１４年)

テレワーカー比率は平成14年の6.1％から平成17年の10.4％へと着実に増
加しているものの、平成22年の20％の目標達成のためには、より一層の普
及促進が必要。

テレワーカー比率は平成14年の6.1％から平成17年の10.4％へと着実に増
加しているものの、平成22年の20％の目標達成のためには、より一層の普
及促進が必要である。

テレワーカー比率は平成14年の6.1％から平成17年の10.4％へと着実に増
加しているものの、平成22年の20％の目標達成のためには、より一層の普
及促進が必要。

テレワーカー比率は平成14年の6.1％から平成17年の10.4％へと着実に増
加しているものの、平成22年の20％の目標達成のためには、より一層の普
及促進が必要。

－

経済産業省

国土交通省

１０．４％ － －
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。

２０％（平成２２年までの目標）

厚生労働省

１０．４％ － －

－

１０．４％ －

－ － －

男性の子育て参加を促進するため、企業トップを含めた
職場の意識改革、管理職や従業員への研修の実施、育
児休業取得者が出た場合の雇用管理ルールの明確化等
の取組を推進する。また、子どもの出生時における５日程
度の休暇の取得促進について、次世代育成支援対策推
進法に基づく特定事業主行動計画に基づき官公庁が率
先して進めることにより、民間企業等への普及を図る。

厚生労働省
次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業（男性の
育児休業取得実績がある企業）の割合
　　計画策定企業の２０％以上

－ － －

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（時短法）に
ついて、育児をはじめ労働者個々人の生活等に配慮した
労働時間、休日、休暇の設定を促進するものへと見直
す。

厚生労働省―

－ －

生産性の向上を図るため、各企業等において業務や作
業の手順等を見直し、無駄を廃して、より短い時間での
効率的な業務遂行等を進める取組や在宅勤務、短時間
就労等の導入を促進するための意識啓発を行う。

厚生労働省官公庁と大企業のすべてが取組

１１．７％ － －

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。

厚生労働省
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

４７．１％ － －
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。

厚生労働省少なくとも５５％以上

－ － －

パートタイム労働者と通常の労働者との間の均衡処遇を
進める上での具体的な考え方を示したパートタイム労働
法に基づく指針が浸透・定着するよう取り組むとともに、
処遇や人事制度の見直しなど均衡処遇の推進に取り組
む事業主を支援する。

厚生労働省
パートタイム労働者と通常の労働者との均衡処遇に向け
た環境の整備を進める企業の割合が増加する

－ － －

働き方の多様な選択が可能となるよう、コース別雇用管
理制度を導入している企業におけるいわゆる総合職・一
般職相互間のコース転換制度の導入を推進する。併せ
て、パートタイム労働者の通常の労働者への転換制度の
普及を図る。

厚生労働省―

－ － － ―

平成１７年度中に、短時間正社員など公正な処遇が図ら
れた多様な働き方の導入をめざす多様就業型ワークシェ
アリングの「制度導入・利用マニュアル」を開発し、これを
用いて、多様就業型ワークシェアリングの普及を図る。

厚生労働省

１０．４％ － － 総務省
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　　３８　公務員の勤務形態の弾力化・多様化

国家公務員については、平成15年10月に立ち上げた「多様な勤務形態に関
する研究会」の中間とりまとめ、最終報告を受け、人事院が、規則を改正し
て、配偶者出産休暇の事由拡大や子の看護休暇取得方法の弾力化、男性
職員の育児参加のための休暇の制度の導入（平成17年1月1日施行）、育
児・介護を行う職員の早出遅出勤務の制度の導入（平成17年4月1日施行）
を行ったほか、育児のための短時間勤務の制度の導入等についての国会及
び内閣に対する法律改正の意見の申出（平成18年8月8日）を行った。

　地方公務員については、上記の国家公務員の制度改正を踏まえた対応に
ついて、地方公共団体に対して助言を行っていることに加え、平成16年に
は、育児のための部分休業を取得している職員の業務を代替すること等が
可能となるよう任期付短時間勤務職員制度を創設し、制度の周知を図ってい
る。
　なお、人事院から意見の申出がなされた育児のための短時間勤務制度等
については、国家公務員に関する法律の検討状況を踏まえ、必要に応じ、対
応を検討していくこととしている。

　⑤安心して妊娠・出産し働き続けられる職場環境の整備
　　３９　妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの是正

―
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等を内容とする男女雇用機
会均等法等の改正法が平成18年6月21日に公布され、平成19年４月から施
行される予定である。

　　４０　母性健康管理対策の推進

― 着実に実施している。

　　４１　企業におけるポジティブ・アクションの普及促進

取組企業の割合
２９．５％(１５年度)

出産や育児による欠勤等がハンディにならないような人事管理制度、能力評
価制度等の積極的な導入を促進するための研究会を開催するなど、目標の
達成に向けて講ずべき施策について推進しているところである。
なお、「ポジティブアクションに取り組む企業割合」は、平成18年度実施（平成
19年度公表）の「女性雇用管理基本調査」により把握する予定である。

　⑥再就職等の促進
　　４２　再就職準備支援の推進

― 着実に実施している。

　　４３　育児時間に配慮した職業訓練等の推進

698コース、12,189人が受講。 訓練ニーズに応じて当該訓練を実施している。

　　４４　両立支援ハローワークにおける再就職の援助等の推進

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

「目指すべき社会の姿」の実現に向けて、講ずるべき施策について推進して
いるところである。

　　４５　求人年齢の上限の緩和促進

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％

平成１７年度に年齢不問求人の割合を３０％とすることを目指して実施したと
ころ、平成１６年度末４０．５％と早期に目標を達成した。そのため、新たに平
成１９年度までに当該割合を５０％以上とする目標を定めたところである。

　　４６　求職者の保育所利用の促進

―
「目指すべき社会」の実現に向けて、講ずるべき施策について推進している
ところである。

－ －

－ － － ―

育児中の求職者が安心して求職活動ができるよう、保育
所の受入児童数の増大を図りつつ、求職中も保育所の
利用ができることを市町村やハローワークにおいて積極
的に周知する。

厚生労働省

－

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。

厚生労働省３０％（平成１７年度）

―

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

厚生労働省

―

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。

厚生労働省

―

育児等のために退職し、将来再就職を希望する者に対し
て、再就職に向けた具体的取組計画の策定支援、職場
体験講習の実施、再就職に役立つ情報の提供を行う（再
チャレンジサポートプログラム）などきめ細かい支援を推
進する。

厚生労働省

男女が職場で十分に能力を発揮しながら安心して子ども
を生み育てられる環境整備の観点から、公正公平な人事
評価・処遇を含む企業におけるポジティブ・アクションの
普及促進を図る。また、その際、出産や育児による欠勤
等がハンディにならないような人事管理制度、能力評価
制度等の導入を積極的に推進する。

４０％ 厚生労働省

－ － －

439コース、7,524人が受講。 －

―
医師等の指導事項を的確に伝達するための連絡カード
の活用等により、妊娠中及び出産後の女性労働者に対
する適切な母性健康管理の推進を図る。

厚生労働省

―
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについて、行政
指導の徹底を図るとともに、解雇以外の不利益取扱いに
ついての法的整備を検討する。

厚生労働省－

－

－

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

－ －

４２．５％ －

－ －

－ － －

―

－ － －

－ － －

総務省

―
公務員の勤務時間等に関する制度を弾力化・多様化し、
職業生活と家庭生活の両立支援の推進を図る。

人事院
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

３．生命の大切さ、家庭の役割等についての理解
　　４７　乳幼児とふれあう機会の拡大

―
現在のところ、取組の進捗状況の把握方法について検討しているが、目標の
達成に向けて、取組の支援を行っているところである。

　　４８　生命の大切さや家庭の役割等に関する学校教育の充実

―

学習指導要領に基づき、家庭科等において、生命の大切さや家庭の役割、
保育体験を含む子育て理解等に関する教育を着実に実施。また、地域の人
材や体験活動等を生かして命を大切にする心などの道徳性を育むための実
践研究を着実に実施。

　　４９　安心して子どもを生み育てることができる社会について地域住民や関係者が参加して共に考える機会の提供

― 目標の達成に向けて、講ずるべき施策について推進しているところである。

４．子育ての新たな支え合いと連帯
（１）きめ細かい地域子育て支援の展開
　①気軽に利用できる子育て支援の拠点の整備
　　５０　地域における子育て支援の拠点の整備

２，９３６か所

・つどいの広場　１５４か所

・地域子育て支援センター
　　　　　　　２，７８２か所

　　５１　一時・特定保育の推進

５，５３４か所 計画どおりに進行している。

　　５２　商店街の空き店舗を活用した子育て支援事業の推進

１０か所
商店街の活性化を図るため、少子化等の国家政策的課題に対応する取組
への支援を今後も推進していく。

　　５３　子育て短期支援事業の推進

・ショートステイ事業　３６４か所 計画どおりに進行している。

・トワイライトステイ事業　１３４か所 計画どおりに進行している。

　②就学前の教育・保育の充実
　　５４　幼稚園における地域の幼児教育センターとしての機能の充実

幼稚園における預かり保育の実施園数9,419園
（実施率67,9%）（16年6月1日現在）
「新しい幼児教育の在り方に関する調査研究」
の実施 6地域）
「預かり保育推進事業」の実施
・預かり保育：47都道府県、5,287園に補助
・休業日預かり保育：27都道府県、495園に補助
・長期休業日預かり保育：35都道府県、2,928園
に補助
「幼稚園の子育て支援事業の推進」の実施
34都道府県、2,585園に補助

着実に進展

厚生労働省

６，０００か所（全国の中学校区の約６割で実施）

１，６００か所

４，４００か所

６，５８９か所 ７，０８９か所 ８，００２か所

３，１６７か所

―

子育て中の親子が相談、交流、情報交換できる場を身近
な場所に整備する。

保育所等において、専業主婦等が育児不安について専
門家に相談したり、地域の育児サークル活動を行うことの
できる地域子育て支援センター事業を推進する。

－

－

３，６５５か所

４８８か所

子育てや子育て支援に関する各種のフォーラム、ワーク
ショップの開催や子ども参加型のイベントを実施し、子ど
もと大人が交流し会える機会の提供などにより、子どもを
生み、育てることを社会全体で応援する意識の醸成を図
る取組を推進する。

全市町村で実施 厚生労働省－ － －

－ － － ―
全国の中・高等学校において、生命の大切さや家庭の役
割、保育体験を含む子育て理解等に関する教育を推進
する。

文部科学省

保育所、児童館、保健センター等で中・高校生が乳幼児
と出会いふれあう機会を提供するための受入を推進す
る。

厚生労働省
すべての保育所、児童館、保健センターにおいて受入を
推進

－ － －

１５か所 １５か所 －

５７１か所 －

幼稚園における預かり保育の実施園数
９，５５９園（実施率６９．９％）（17年6月1日現在）
「幼児教育支援センター事業」の実施
（17年度実施地域数：１４地域）
地域の関係機関・団体との連携、外部資源の活用により、幼児教育の
課題に対応した体制の構築に関する調査研究を行う、「新しい幼児教
育の在り方に関する調査研究」の実施
５地域）
「預かり保育推進事業」の実施
・預かり保育：47都道府県、5,079園に補助
・休業日預かり保育：20都道府県、315園に補助
・長期休業日預かり保育：28都道府県、1,887園に補助
「幼稚園の子育て支援事業の推進」の実施
35都道府県、2,378園に補助

幼稚園における預かり保育の実施園数
９，６６３園（実施率７０．６％）（18年6月1日現在）
「幼児教育支援センター事業」の実施
（18年度実施地域数：２０地域）
「新しい幼児教育の在り方に関する調査研究」の実施
（18年度実施地域：６地域）
「幼児教育力総合化推進事業」の実施
（18年度実施地域：４地域）

専業主婦を含め、保護者の育児疲れや急病や冠婚葬祭
など一時的な場合から、パート就労など予め日時を特定
する場合まで、必要な時に子どもを預けられる場の拡充
を図る。

厚生労働省９，５００か所（全国の中学校区の約９割で実施）

厚生労働省

―
商店街の空き店舗を活用した子どもの一時預かりや親子
交流、育児相談などの事業実施を促進する。

経済産業省

－

２９２か所 － －

「幼児教育支援センター事業」を引き続き実施予定
「新しい幼児教育の在り方に関する調査研究」を引き続き実施
予定
「幼児教育力総合化推進事業」を引き続き実施予定

―
保護者と地域のニーズに十分応えられるよう、預かり保
育や子育て支援事業を推進する。

８７０か所（全国の児童養護施設、母子生活支援施設、乳
児院の約９割で実施）

５６０か所（全国の児童養護施設、母子生活支援施設、乳
児院の約６割で実施）

保護者の疾病や育児疲れ、恒常的な残業などの場合に
おける児童養護施設等での児童の一時的な預かりを推
進する。

文部科学省

計画どおりに進行している。

地域における子育て支援の拠点となる、つどいの広場事業と地域子育て支
援センター事業を再編し、児童館の活用も図りながら、子育て支援拠点の拡
充（「子ども・子育て応援プラン」の平成21年度目標値6,000か所の前倒し実
施）を図る。

平成21年度目標値6,000か所の前倒し実施
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　　５５　幼稚園就園奨励事業の推進

「幼稚園就園奨励事業」の実施
【同時就園による第２子以降の優遇措置】
・措置条件
　兄弟姉妹の同時就園
・措置内容（保護者負担割合）
　第１子：1.0、第２子：0.6、第３子以降：0.2

着実に進展

　　５６　幼稚園と保育所の連携、就学前教育・保育と小学校の連携

幼稚園と保育所については、施設の共用化や
資格併有の促進等の連携を図っている。　　　・
「就学前教育と小学校の連携に関する総合的
調査研究」の実施
（１６年度実施地域：１３地域）
・「新しい幼児教育の在り方に関する調査研究
の実施」
（16年度実施地域：６地域）

着実に進展

幼稚園と保育所については、施設の共用化や
資格併有の促進等の連携を図っている。

引き続き推進していく。

　　５７　総合施設の制度化

文部科学省と厚生労働省で連携し、平成１６年
５月から中央教育審議会幼児教育部会と社会
保障審議会児童部会の合同の検討会議を設置
して検討を進め、平成１６年１２月２４日付けで
基本的な在り方について「審議のまとめ」をとり
まとめた。

行程どおり制度化を実現した。

文部科学省と厚生労働省で連携し、平成１６年
５月から中央教育審議会幼児教育部会と社会
保障審議会児童部会の合同の検討会議を設置
して検討を進め、平成１６年１２月２４日付けで
基本的な在り方について「審議のまとめ」をとり
まとめた。

行程どおり制度化を実現した。

　　５８　幼稚園及び保育所における自己評価や第三者評価の推進

・16年度間に自己評価を実施した公立幼稚園
は81,5%、私立幼稚園は48,8%。外部評価を実施
した公立幼稚園は44,8%、私立幼稚園は13,1%。

着実に進展

・「福祉サービスの第三者評価事業に関する指
針について」を策定（三局長連名通知）

引き続き推進していく。

　③地域住民による主体的な子育て支援の促進
　　５９　ファミリー・サポート・センターの推進

３４４か所 計画どおりに進行している。

　　６０　シルバー人材センターによる高齢者活用子育て支援事業の推進

―
現在のところ、取組の進捗状況の詳細は把握できていないが、「目指すべき
社会の姿」の実現に向けて、講ずるべき施策について推進しているところで
ある。

　　６１　地域住民による子どもの基本的生活習慣の形成の促進

―
現在のところ、取組の進捗状況の詳細は把握できていないが、「目指すべき
社会の姿」の実現に向けて、講ずるべき施策について推進しているところで
ある。

－ －

―

―

総合施設モデル事業を全国３５箇所で先行実施するなど、必要な法整
備を行うことも含め様々な準備を行った。

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律」が成立し、１８年１０月から認定こども園制度
がスタートした。

－

―
就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施
設について、平成１７年度に試行事業を先行実施し、平
成１８年度からの本格実施を目指す。

厚生労働省

－

―

４３７か所 －

－ －

「幼稚園就園奨励事業」の実施
【同時就園による第２子以降の優遇措置】
・措置条件
　兄弟姉妹の同時就園
・措置内容（保護者負担割合）
　第１子：1.0、第２子：0.6、第３子以降：0.2

「幼稚園就園奨励事業」の実施
【同時就園による第２子以降の優遇措置】
・措置条件
　①兄弟姉妹の同時就園（従来条件）
　②小学校１年生に兄・姉を有する園児（新条件）
・措置内容（保護者負担割合）
　①第１子：1.0、第２子：0.7、第３子以降：0.2（従来条件）
　②第１子：1.0、第２子：0.9、第３子以降：0.8（新条件）

「幼稚園就園奨励事業」の実施
【同時就園による第２子以降の優遇措置】
・措置条件
　①兄弟姉妹の同時就園（従来条件）
　②小学校１・２年生に兄・姉を有する園児（新条件）
・措置内容（保護者負担割合）
　①第１子：1.0、第２子：0.7、第３子以降：0.2（従来条件）
　②第１子：1.0、第２子：0.9、第３子以降：0.8（新条件）

―
幼稚園児の保護者の所得状況に応じて、教育に係る経
済的負担の軽減を図るため、幼稚園就園奨励事業を推
進する。

文部科学省

文部科学省

幼稚園と保育所の一体的な運営について、幼保合同活動や保育室の
共用化等に関する特例措置を全国展開。
・幼児期の教育と小学校以降の教育との適切な接続の在り方を図るた
め、地域を指定し、総合的な調査研究を行う「就学前教育と小学校の連
携に関する総合的調査研究」の実施　（１７年度実施地域数：１０地域）
・「新しい幼児教育の在り方に関する調査研究の実施」（17年度実施地
域：５地域）

・「就学前教育と小学校の連携に関する総合的調査研究」の実
施
（18年度実施地域：１０地域）
・地域の関係機関・団体との連携、外部資源の活用により、幼
児教育の課題に対応した体制の構築に関する調査研究を行
う、「新しい幼児教育の在り方に関する調査研究の実施」
（18年度実施地域：６地域）

・「就学前教育と小学校の連携に関する総合的調査研究」を引
き続き実施予定
・「新しい幼児教育の在り方に関する調査研究」を引き続き実施
予定

幼稚園と保育所のそれぞれの特性を活かしつつ、地域や
保護者の多様なニーズに応えるとともに、幼児期の教育
と小学校以降の教育との円滑な移行や接続を図るため、
幼稚園・保育所・小学校間の連携を進める。

厚生労働省
幼稚園と保育所の一体的な運営について、幼保合同活動や保育室共
用化等に関する特例措置の全国展開。

教育・保育を一体的に提供する認定こども園を制度化。
また、保育所については、認定こども園の施行通知において、
幼稚園同様、小学校教育との連携のあり方について規定して
いる。

文部科学省
総合施設モデル事業を全国３５箇所で先行実施するなど、必要な法整
備を行うことも含め様々な準備を行った。

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律」が成立し、１８年１０月から認定こども園制度
がスタートした。

文部科学省－ －
「幼稚園における「学校評価ガイドライン」作成事業」を実施予
定

幼稚園及び保育所の教育・保育の内容の充実を図りつ
つ、利用者の選択にも資するよう、情報公開を促進すると
ともに、自己点検評価や第三者評価を推進する。

厚生労働省保育所版の第三者評価基準ガイドラインを策定。

－

厚生労働省

高齢者の就労機会・社会参加の場を提供するシルバー
人材センターにおいて、乳幼児の世話や保育施設への送
迎などの育児支援、就学児童に対する放課後・土日にお
ける学習・生活指導等の支援を行う。

厚生労働省

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や
主婦等を会員として、送迎や放課後の預かり等の相互援
助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を
行う。

７１０か所（全国の市区町村の約４分の１で実施）

－

厚生労働省－ － － ―

放課後児童クラブやファミリー・サポート・センター、シル
バー人材センターの仕組みを活用し、子育てを終えた主
婦や高年齢退職者等が子どもを預かり、基本的な生活習
慣を身につけることなどを支援する取組（「生活塾」）を促
進する。
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　　６２　子育てＮＰＯや子育てサークルの育成

―
子育て支援指導者や子育てサークルリーダー、子育てNPO等、子育てボラン
ティアを育成するための研修等を都道府県単位で実施している。

　　６３　老若男女の地域住民の主体的な子育て支援活動、交流の促進

― 引き続き推進を図る。

（２）子育て家庭が必要なときに利用できる保育サービス等の充実
　①待機児童ゼロ作戦のさらなる展開
　　６４　保育所の受入れ児童数の拡大

２０５万人 計画どおりに進行している。

　②放課後児童対策の充実
　　６５　放課後児童クラブの推進

１５，１８４か所 計画どおりに進行している。

　③多様な保育ニーズへの対応
　　６６　延長保育の推進

１１，７５５か所 計画どおりに進行している。

　　６７　休日保育の推進

６０７か所 目標に向けて推進を図る。

　　６８　夜間保育の推進

６４か所 目標に向けて推進を図る。

　　６９　乳幼児健康支援一時預かり（病後児保育）の推進

４９６か所 更なる改善に向けて、引き続き取組を実施していく。

（３）家庭教育支援の充実
　　７０　家庭教育に関する学習機会や情報の提供の推進

1387市町村（全市町村数：2521市町村）

当事業で家庭教育支援に関する事業を実施している自治体は、全市町村の
６割以上である。
  また、当事業のアンケートでは、学習機会に参加した約９割以上の保護者
から肯定的な回答があり、子育てに対する負担感の軽減に一定の効果を上
げている。
  さらに、当事業により、事業を実施していない市町村でも独自に家庭教育
に関する学習機会等が実施され、家庭教育支援のための環境整備が進行し
つつあると判断。

　　７１　ＩＴを活用した家庭教育支援手法の普及

―
１８年度まではモデル事業の実施段階であり、今後、これまでの成果に関す
る事例集等の作成・配布を通じ、ＩＴを活用した家庭教育支援を全国に普及し
ていく予定。

―

全市町村で実施

２１５万人

－ －

－ －

１３，３００か所

－

地域に根ざして子育て支援活動を行っているＮＰＯや子
育てと主体的に向き合いながらサークル活動を実践して
いる親などに、各種子育て支援に関する情報提供や活動
場所の確保等の支援を行う。

厚生労働省

厚生労働省

地域の高齢者や子育て中の男性、中・高校生などを含
め、老若男女の地域住民が子育て支援活動に主体的に
関われるようにし、多世代の交流を促進するため、保育
所、児童館、自治会等で地域に開かれた各種子育てに関
わる行事等を開催するなどの取組を促進する。

－

２０８万人 － －
待機児童５０人以上の市町村を中心に、平成１９年度ま
での３年間で集中的に受入れ児童数の拡大を図る。

厚生労働省

厚生労働省
保護者が労働等により昼間家庭にいない放課後児童の
ための対策を推進する。

１７，５００か所（全国の小学校区の約４分の３で実施）１５，８５７か所 ―
２０，０００か所
（全小学校区で実施）

－ －
基本の開所時間である１１時間を超えて行われる保育を
推進する。

厚生労働省１６，２００か所（全国の保育所の約７割で実施）

休日や祝日に働く保護者が安心して子どもを預けられる
場を確保する。

厚生労働省２，２００か所（全国の保育所の約１割で実施）９６０か所 ９６０か所７０６か所

６６か所 ８０か所 ８０か所
病院等夜間の勤務が必要な保護者が安心して子どもを
預けられる場を確保する。

厚生労働省１４０か所（人口３０万人以上の市の約５割で実施）

病気回復期にある乳幼児の保育を、保育士等の派遣等
を進め、充実する。

厚生労働省１，５００か所（全国の市町村の約４割で実施）－ －５９８か所

1079市町村（全市町村数：1821市町村） 1183市町村（全市町村：1820市町村） －

子育て中の親等に対し、家庭教育に関する学習教材の
提供、相談の受付け、講座の開設等、地域の実情に応じ
た様々な手段を通じて、家庭教育に関する学習や情報入
手の機会が充実されるよう環境整備を推進する。

文部科学省
全市町村で家庭教育に関する講座が開設されるようにな
ること

12都県 14都道県 －

子育て中の孤立しがちな親等が、気軽に学習や相談をし
たり、情報を入手することができるよう、携帯電話による
子育て相談や情報提供など、ＩＴを活用した家庭教育支援
の手法を普及する。

文部科学省全国に普及
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

（４）特に支援を必要とする子どもとその家庭に対する支援の推進
　①児童虐待防止対策の推進
　　７２　虐待防止ネットワークの設置

１，２４３市町村
（※全国の市町村数に占める割合　39.8％）

計画どおりに進行している。

　　７３　乳児検診未受診児など生後４か月までに全乳児の状況の把握

― 計画どおりに進行している。

　　７４　育児支援家庭訪問事業の推進

９６市町村 目標の達成に向けて、講ずるべき施策について推進しているところである。

　　７５　児童相談所の夜間対応等の体制整備

６０都道府県・指定都市 計画どおりに進行している。

　　７６　虐待対応のための協力医療機関の充実

３７都道府県・指定都市 計画どおりに進行している。

　　７７　個別対応できる一時保護所の環境改善

１３都道府県・指定都市 目標の達成に向けて、講ずるべき施策について推進しているところである。

　　７８　児童家庭支援センターの整備

５２か所 計画どおりに進行している。

　　７９　情緒障害児短期治療施設の整備

２０府県 計画どおりに進行している。

　　８０　施設の小規模化の推進

２８０か所 計画どおりに進行している。

　　８１　里親の拡充

児童養護施設、乳児院、里親に措置された児童
のうち里親への委託率
　　８．４％

１５％ 計画どおりに進行している。

専門里親登録者総数
　　２５４人

５００人 計画どおりに進行している。

　　８２　自立援助ホームの整備

２６か所 計画どおりに進行している。

　　８３　虐待対策に関する最新の知見の集積及び調査・研究

―
目指すべき社会の実現に向けて、講ずるべき施策について推進しているとこ
ろである。

関係機関等による発生予防、支援のための連携体制を
整備する。

厚生労働省全市町村
１，２２４市町村
（※全国の市町村数に占める割合　51.0％）

１，２７１市町村
（※全国の市町村に占める割合　69.0％）

－

８７．５％ － －

乳児健康診査について、休日健診の推進等により、受診
率のさらなる向上を図るとともに、生後４か月に達するま
でに新生児訪問や乳児健診のいずれにも接触のなかっ
た全乳児の状況を把握するため、訪問調査を実施するな
どの対策を全市町村で実施する。

厚生労働省全市町村で実施

訪問による養育困難家庭を支援する取組を推進するた
め、全市町村での実施を目指す。

厚生労働省―４０８市町村 － －

６１都道府県・指定都市 － －
夜間休日における連絡や相談対応の確保、中核市規模
の人口を有する市での設置の促進、分室・支所の活用に
よる市町村支援体制の確保等を図る。

厚生労働省全都道府県・指定都市で実施

児童虐待に対する医療的ケアの重要性にかんがみ、地
域の医療機関との協力、連携体制の充実を図る。

厚生労働省全都道府県・指定都市で実施４７都道府県・指定都市 － －

１７都道府県・指定都市 － －
虐待を受けた子どもと非行児童との混合処遇の状況を改
善することや非行児童に個別対応できる居室等の改善を
行う。

厚生労働省全都道府県・指定都市で実施

地域に密着した虐待、非行などの相談・支援を行うセン
ターを整備する。

厚生労働省５９か所 － －

２２道府県 － －

１００か所（都道府県に２か所、指定都市に１か所程度設
置）

―
軽度の情緒障害を有する子どもの治療体制を整備する
ため、情緒障害児短期治療施設の全都道府県での設置
を目指す。

厚生労働省

虐待を受けた児童等に対して、家庭的な環境の中で養護
を実施する小規模グループケアや地域小規模児童養護
施設の整備を着実に進める。

厚生労働省
８４５か所（児童養護施設等において１施設あたり１か所
程度で小規模ケアを実施）

３７５か所 － －

－

３２２人 － －

９．１％

－ － －

厚生労働省

３６か所 － －
義務教育終了後、児童養護施設等を退所した児童等の
社会的な自立を促す援助を行う自立援助ホームの整備
を着実に進める。

厚生労働省６０か所（都道府県・指定都市に１か所程度で実施）

－

妊娠時よりの発生予防対策から、親へのカウンセリング
などの支援に至るまでの知見の集積、実践可能なプログ
ラム及び専門職の資質の向上のための人材育成プログ
ラム等の開発を集中的に実施する。

厚生労働省―

専門里親、親族里親の活用のほか、里親研修や里親養
育相談の実施、里親の休息のために一時的に委託児童
を児童養護施設等に預かるレスパイト・ケアの実施など、
里親に対する支援を充実することで、里親への委託児童
数の増加を図る。
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　　８４　学校等における児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究

―
１８年５月に「学校等における児童虐待防止に向けた取組について（報告
書）」をとりまとめ、調査研究の成果を各都道府県・市町村教育委員会、学校
に対して周知を図った。

　②母子家庭等ひとり親家庭への支援の推進
　　８５　総合的な自立に向けた支援の推進

・子育て・生活支援策の推進　　―
目指すべき社会の実現に向け、講ずるべき施策について推進しているところ
である。

母子家庭等就業・自立支援センターの設置の推
進
　８０か所

計画どおりに進行している。

自立支援教育訓練給付金事業の実施
　３２７

計画どおりに進行している。

高等技能訓練促進事業の推進
　資格取得者総数　５７４人

目標の達成に向けて、講ずるべき施策について推進しているところである。

　③障害児等への支援の推進
　　８６　地域における障害のある児童とその家族への支援

・訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の推進
８６，００２人
（障害者・難病分含む）

計画どおりに進行している。

・障害児通園（児童デイサービス）事業の推進
１２，９４９人分

計画どおりに進行している。

・重症心身障害児（者）通園事業の推進
　　２３１か所

概ね計画どおりに進行しており、今後ともプランに則った拡充を図っていく。

・障害児（者）短期入所（ショートステイ）事業の
推進　　７，８４９人分
（障害者・難病分含む）

計画どおりに進行している。

　　８７　障害児の活動する場の確保等の推進

―
「目指すべき社会」の実現に向けて、講ずるべき施策について推進している
ところである。

　　８８　発達障害に対する一貫した支援

・自閉症・発達障害支援センターの整備
　２３か所

目標の達成に向けて整備が進められているところである。

　　８９　小児慢性特定疾患対策の推進

１０３，８９３人 計画どおりに進行している。

６０都道府県・指定都市（平成１９年度までに達成）

発達障害児（者）の乳幼児期から成人期までの各ライフ
ステージに対応する、保健・医療・福祉・教育・就労等を
通じた一貫した支援体制の整備を図る。
自閉症等の発達障害を有する障害児（者）に対する相談
支援・療育支援・就労支援等を総合的に行う地域の拠点
として、自閉症・発達障害支援センターを整備する。

－

－

－

－

平成18年度末までに集計 － －

４３９ ５３７

－

８３か所

１８年５月に「学校等における児童虐待防止に向けた取組について（報
告書）」をとりまとめた。

学校等における児童虐待防止に向けた取組について、教師用
研修モデルプログラムを作成する予定

－ ―
児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究、分析を
行い、各学校及び都道府県・市町村教育委員会において
調査研究の成果を活用する。

文部科学省

約２８０か所整備

母子家庭等ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手とい
う二重の役割を担う必要があり、子育て・生活支援策、就
業支援策、養育費の確保策、経済的支援策等の総合的
な母子家庭等対策を推進し、母子家庭等の自立の促進
を図る。
疾病等の理由により一時的に家事援助等が必要になっ
た場合、家庭生活支援員の派遣や、生活支援講習会及
び電話相談の実施など母子家庭等の地域での生活を総
合的に支援する

―

母子家庭等就業・自立支援センターを全都道府県・指定
都市・中核市に設置

自立支援教育訓練給付金事業を全都道府県・市等で実
施

約１１，０００人分整備

８９か所

厚生労働省

高等技能訓練促進費事業による資格取得者全員の就業
を目指す　　資格取得者総数　１，３００人

約５，６００人分整備（障害者・難病分を含む）

在宅の重症心身障害児（者）が、通園によって日常生活
動作、機能訓練等必要な療育を受け、運動機能等の発
達が促されるようにするとともに、併せて保護者等の家庭
における療育技術の習得を図る。

保護者の疾病等により家庭における介護が一時的に困
難となった障害児が施設等に短期間の入所をする。

１１３，５２８人 － － ホームヘルパーを約６万人確保（障害者・難病分を含む）

厚生労働省

－ －

１５，５３３人分 － －

２４５か所 － －

３７か所

９，３３１人分 － －

５０か所 ６４か所

－ 厚生労働省―

厚生労働省

厚生労働省 文部科学省

―１２３，８０４人 － －

自立支援教育訓練給付金事業、高等技能訓練促進費事
業、公共職業訓練等により職業能力開発への取組を支
援するとともに、ハローワークにおける個別総合的な就
職支援、母子家庭等就業・自立支援センターにおける就
業相談、就業支援講習会等の実施、民間事業者に対す
る就業促進についての協力要請、母子福祉団体等の受
注機会の増大への配慮など、総合的に母子家庭の母の
就業・雇用の促進を図る。

小児慢性疾患のうち、小児がんなどの特定の疾患の医療
費について、自己負担分の一部を補助するとともに、車
いす等の日常生活用具の給付を行うなどの福祉サービ
スの推進を図る。

障害のある中・高校生等が養護学校等下校時に活動す
る場を確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援と
レスパイト（障害児を日常的にケアしている家族の一時的
な休息）支援を行う。

障害のある児童が、できるだけ身近な環境で適切な療育
を受けられる体制を整備する。
日常生活を営むのに支障のある障害児のいる家庭に
ホームヘルパーを派遣する。

障害児が、肢体不自由児施設や知的障害児施設等への
通園によって日常生活における基本的な動作の指導や
集団生活への適応訓練等が受けられるようにする。
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

（５）いつでも安心して小児医療、母子保健医療が受けられる体制の整備
　①子どもの病気に対し適切に対応できる体制整備
　　９０　小児救急医療体制の推進

２２１地区
年々、体制の整備済み地区数は増加しているものの、全ての地区をカバー
するには至っていない。全地区における体制整備を目指し、更なる施策の推
進を図る。

　　９１　小児科医師等の確保・育成

小児科医師数が適正に配置された医療施設数の増加 目標の達成に向けて取組の支援を行っているところ。

かかりつけ医を持っている子どもの割合
　　８１．７％(１２年)

かかりつけ医を持っている子どもの割合　１００％ 計画どおりに進行している。

　　９２　小児医療の診療報酬上の適切な評価

―

平成18年度診療報酬改定においては、全体としてはマイナス3．16％の改定
とする中で、昨年12月に取りまとめられた医療制度改革大綱に沿って、小児
医療について、入院医療や夜間・休日の小児救急医療体制の評価の充実
等、重点的に評価したところである。

　②子どもの健やかな成長の促進
　　９３　予防接種の推進

― 目標の達成に向けて、講ずるべき施策について推進しているところである。

　　９４　「食育」の推進

保育所　58.7％（食育に関する計画策定済みの割合）
栄養教諭制度が開始された平成１７年４月以降、年度内に全国で３５名を配
置し、着実に取組を実施。

計画どおりに進行している。

他省庁と連携し、食育を推進

　　９５　子どもの生活習慣の改善

肥満児の割合　　１０．４％ 学校における定期健康診断及び事後措置を着実に実施。

計画どおりに進行している。

　　９６　喫煙防止対策の推進

両親の喫煙率
　１３年度　父親 ３５．９％
　　　　　　　母親 １２．２％

学校教育における喫煙防止に関する取組は，学習指導要領等に基づき，小
学校「体育」，中学校，高等学校「保健体育」及び関連する教科において喫煙
と健康とのかかわりについて指導している。また，特別活動においても，健康
の保持増進の観点から学級（ホームルーム）活動等において喫煙防止を取り
上げることができるようにしており，道徳では，公徳心をもって社会秩序と規
律を高めるよう指導することができるようにしており、着実に取組を推進。

目標に向かって改善傾向にある。

幼児健康診査等の機会や学校における定期健康診断等
の機会を通じて、健康状態の把握や個別栄養指導等の
実施により、肥満等健康課題を有する子どもに対する生
活習慣の改善を図る。

１０．３％ －

(3か月児、1歳6か月児、3歳児健診での割合）
父親　54.9%、55.9%、54.5%
母親　11.5%、16.5%、18.1%

－

肥満児の割合を減少傾向に

－ －

取組を推進している市町村・保育所の割合　１００％

―

平成１５年３月に閣議決定された「医療保険制度及び診
療報酬体系に関する基本方針」に沿って、医療の特性、
患者の心身の特性、生活の質の重視等を踏まえた適切
な評価について引き続き検討を進める。

厚生労働省

文部科学省

子どもの病気の緊急時に、夜間、休日でも適切な小児救
急医療を提供するため、小児救急医療圏（４０４地区）を
カバーする体制を全国に整備するとともに、保護者向け
の夜間電話相談体制などの整備を進める。

定期の予防接種を円滑に受けられるような環境の確保に
努め、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の予
防を図る。

２３４地区 － －

－ － －

－

４０４地区 厚生労働省

厚生労働省

－ － －

厚生労働省－

１歳6か月児　８６．４％
3歳児　　　　　８６．４％

－ －

－ 予防接種の接種率向上

文部科学省

家庭はもとより、地域においては食育推進連絡会を設置
するなど保健センター、保育所、学校、農林漁業者団体、
食品関連事業者団体等関係機関の連携による取組の推
進を図る。また、すべての保育所において、給食その他
保育活動を通して「食育」を推進する。さらに、児童生徒
が望ましい食習慣を身に付け、将来にわたって健康な生
活を送ることができるよう、小・中学校等で栄養教諭を活
用した指導体制の整備や家庭と連携した取組の推進を
図る。

厚生労働省

農林水産省

市町村　87.1％ － －

市町村　87.1％ － －

市町村　87.1％

調査中
（平成１８年度中に公表予定）

－ －

厚生労働省

－

－

(3か月児、1歳6か月児、3歳児健診での割合）
父親　54.9% 55.9% 54.5%
母親　11.5% 16.5% 18.1%

－ － 文部科学省

妊娠・育児中の両親の喫煙率の低下
喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及を図るな
ど、１０代や妊婦などの喫煙防止対策を推進する。

厚生労働省

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービス
を受けられるよう、小児科医療施設の役割分担と連携を
推進し、小児科医師の適正な配置を図る。また、産科医
師数の減少傾向に歯止めをかける。さらに、子どもが入
院中も「子どもらしく生活」できるように小児医療を支える
保育士の十分な確保を図る。
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　　９７　母乳育児の推進

母乳育児の割合　１２年度　４４．８％ 更なる改善に向けて、引き続き取組を実施していく。

　　９８　家庭内等における子どもの事故防止対策の推進

― 更なる改善に向けて、引き続き取組を実施していく。

　③子どもの心と身体の問題への対応
　　９９　子どものこころの健康支援の推進

― 目標達成に向けて方針を検討中である。

　　１００　学校における心身の健康相談等の充実

―
医療機関等と連携して、学校からの要請により各診療科の専門医等を学校
に派遣し、児童生徒の心身の健康相談活動等を行う事業を全国４７都道府
県で実施。

　　１０１　思春期保健対策等の推進

思春期保健対策に取り組んでいる地方自治体
の割合　－

体育科、体育・保健科を中心として、性感染症や薬物乱用防止教育などを着
実に実施。

計画どおりに進行している。

１０代の人工妊娠中絶率
　１０．５（人口千対）

目標に向かって改善傾向にある。

定点報告による件数
性器クラミジア　5,233件
（定点一か所当たりの発生件数　5.71) 目標に向かって改善傾向にある。

　④妊娠・出産の安全・安心の確保
　　１０２　「いいお産」の普及

妊娠・出産について満足している者の割合
　　８４．４％(１２年度)

計画どおりに進行している。

　　１０３　周産期医療ネットワークの整備

３０都道府県 更なる改善に向けて、引き続き取組を実施していく。

　　１０４　周産期医療の診療報酬上の適切な評価

―

平成18年度診療報酬改定においては、全体としてはマイナス3．16％の改定
とする中で、昨年12月に取りまとめられた医療制度改革大綱に沿って、周産
期医療について、ハイリスクの妊産婦に対する分娩管理についての評価の
充実等、重点的に評価したところである。

　⑤不妊に悩む者への支援
　　１０５　不妊専門相談センターの整備

５１都道府県市 目標に向かって改善傾向にある。

　　１０６　特定不妊治療費助成事業の推進

８７都道府県市 計画どおりに進行している。

１０代の性感染症罹患率の低下 厚生労働省

１０代の人工妊娠中絶率の低下 厚生労働省

厚生労働省

文部科学省

－

－

４２．４％

－ －

3～4か月児健診　　政令市　71.6%  市町村　48.0%
1歳6か月児健診　　政令市　58.3%  市町村　40.7%

－

思春期の人工妊娠中絶やＨＩＶ感染症を含む性感染症、
薬物乱用問題に対応するため、学校や保健所等におい
て、健康教育や電話相談等を行うことにより、性やＨＩＶ感
染症を含む性感染症に関する正しい知識の普及及び薬
物乱用対策の推進を図る。

－

－

－

思春期保健対策に取り組んでいる地方自治体の割合 １
００％

児童生徒が学校生活を心身ともに健康で安全に送ること
ができるよう、養護教諭を活用しながら、地域保健と学校
とが連携しつつ、児童生徒の心身の健康相談や健康教
育を充実する。

―

１００％

母胎が危険な妊産婦や低出生体重児に適切な医療を提
供するため、一般の産科病院等と高次の医療機関との連
携体制を確保する。

９５都道府県市（全都道府県・指定都市・中核市で設置）

－

－ －

児童思春期における心の問題に対応できる小児神経科、
児童精神科等の医師、保健師等の養成を図るとともに、
精神保健福祉センター、児童相談所等における専門相談
の充実を図る。

厚生労働省母乳育児の割合を増加傾向に

妊産婦健康診査や新生児訪問指導等において、助産師
等と連携を図りつつ、母乳についての保健指導を実施す
ること等により、母乳育児を推進する。また、デパート等で
の授乳室の設置を進めるなど、授乳しやすい環境づくり
を促進する。

厚生労働省

厚生労働省
乳幼児が家庭の浴槽で溺死する事故なども多いことか
ら、家庭内における子どもの事故防止のための取組を推
進する。

対策に取り組んでいる市町村の割合　　１００％

文部科学省

子どものこころの健康に関する研修を受けている小児科
医、精神科医（子どもの診療に関わる医師）の割合　　１０
０％

５９都道府県市

９８都道府県市

平成１５年３月に閣議決定された「医療保険制度及び診
療報酬体系に関する基本方針」に沿って、医療の特性、
患者の心身の特性、生活の質の重視等を踏まえた適切
な評価について引き続き検討を進める。

厚生労働省－ ―

安全で快適な出産環境により、妊娠・出産に 満足し、そ
の後の子育てが楽しいと感じられるような「いいお産」の
普及を図る。

厚生労働省

９９都道府県市

－

－ 厚生労働省全都道府県（平成１９年度までに達成）

厚生労働省

厚生労働省

９５都道府県市（全都道府県・指定都市・中核市で実施）

６６都道府県市

９８都道府県市

不妊に悩む夫婦に関する医学的・専門的な相談や不妊
による心の悩み等について相談できる体制整備を図る。

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療
費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を
助成する。

都道府県 100%
政令市　90.9%
市町村　38.8%

９１．４％

都道府県等（政令市、特別区を含む）　９４．４％

９．４（人口千対）

調査中
（平成19年3月公表予定）

３８都道府県

－

５４都道府県市

－

－ －

－

－

－ －

－

－

－
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　⑥成育医療の推進
　　１０７　成育医療に関する全国的なネットワークの構築

―

　計画どおりに進行している。
　特に臨床については、国立成育医療センターにおいて、従前は国立病院機
構を対象に実施していた３日間の研修を、医師については地域の中核となる
医療機関まで対象を拡大して実施した。

（６）子育てに安心、安全な住まいやまちづくり
　①子育てに適した住宅の確保等の支援
　　１０８　子育てを支援するゆとりのある住宅取得等の支援

― 引き続き実施する。

　　１０９　シックハウス対策の推進

―

化学物質過敏症により、在籍する学校において教育を受けることが困難な児
童生徒については、児童生徒の個別の事情に応じて、適切な教育上の配慮
を行い、学校教育の機会の確保が図られるよう、都道府県教育委員会等に
対し指導を実施。

引き続き実施する。－

－ － －

－

成育医療を推進するため、小児・母子保健医療機関の全
国的なネットワークを構築し、国立成育医療センターを拠
点として、臨床・研究・情報発信等において、これら医療
機関と連携・協力することによって、地域において質の高
い成育医療を受けられる体制を整備する。

厚生労働省

国土交通省

―

子どもの健康への影響を考慮し、シックハウス対策に係
る調査研究等の結果を踏まえ、必要な対策を行う。また、
シックハウス症候群に関する学校関係者の理解の一層
の促進等、学校におけるシックハウス対策を推進する。

国土交通省

文部科学省

－

―

住宅金融公庫の証券化支援事業などによる持ち家の取
得の支援や、良質なファミリ－向け賃貸住宅の供給促
進、公共賃貸住宅における多子世帯等の優先入居を実
施するとともに、良好な住宅市街地の整備による職住近
接の実現、住宅と保育所等の一体的整備を推進する。

―－

－

－

－ － －
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　②子育てバリアフリーなどの推進
　　１１０　建築物のバリアフリー化の促進

2,000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの
うち、ハートビル法に基づく利用円滑化基準を
満たすものの割合
　３４％

計画どおりに進行している。

　　１１１　公共交通機関のバリアフリー化の推進

１日の平均利用者数が5,000人以上の旅客施設
（鉄道駅・航空旅客ターミナル等）のバリアフ
リー化（段差の解消）の割合
　４９．１％

計画通り進行している

公共交通機関における車両等のバリアフリー化
の割合
鉄道車両・軌道車両　２７．９％

計画通り進行している

公共交通機関における車両等のバリアフリー化
の割合
ノンステップバス　１２．０％

計画通り進行している

公共交通機関における車両等のバリアフリー化
の割合
船舶　７．０％

計画通り進行している

公共交通機関における車両等のバリアフリー化
の割合
航空機　４０．７％

２２年度までの目標値を、すでに１６年度において達成しており、目標値の上
方修正を行う方針。

　　１１２　歩行空間のバリアフリー化の推進

バリアフリー化された道路の割合については、計画どおり進行している。

バリアフリー化の割合は毎年度向上しており、今後も、信号機のバリアフリー
化を推進する。

　　１１３　あんしん歩行エリアの整備

対策着手率については、計画どおり進行している。対策効果については、
現在事業完了していないため、今後計測予定。

対策着手率については、計画どおり向上している。対策効果については、現
在事業を完了していないため、今後計測予定

対策着手率については、計画どおり進行している。対策効果については、
現在事業完了していないため、今後計測予定。

対策着手率については、計画どおり向上している。対策効果については、現
在事業を完了していないため、今後計測予定

　　１１４　安全・快適な道路交通環境の整備

― 毎年春と秋に交通安全総点検を実施し、点検結果を歩道整備等に反映

警察庁

交通バリアフリー法の特定経路を構成する道路におい
て、バリアフリー対応型信号機の整備や歩道の段差、勾
配等の改善を推進する。

国土交通省

―

道路　約５割（平成１９年度までに達成）

信号機　 約８割（平成１９年度までに達成）－

－

調査中
(平成19年度以降に公表予定）

－ －

３２．１％ － －

５６．５％ －

３９％ ４２％ 約５割

－ －

－ － －

－ 原則として、１００％（平成２２年度までに達成）

８．０％ －

公共交通機関における車両等のバリアフリー化の割合
鉄道車両・軌道車両　約３0%（平成２２年までに達成）

不特定多数の者が利用する公共性の高い建築物につい
て、段差の解消等のバリアフリー化を推進する。

公共交通機関における車両等のバリアフリー化の割合
ノンステップバス　２０～２５%（平成２２年までに達成）

国土交通省
交通バリアフリー法に基づき、公共交通機関における旅
客施設や車両等のバリアフリー化を推進する。

公共交通機関における車両等のバリアフリー化の割合
船舶　約５０%（平成２２年までに達成）

国土交通省約４割（平成１９年度までに達成）

－

約５７％

４７．０％

－ －

１５．０％ － －

－ － －

公共交通機関における車両等のバリアフリー化の割合
航空機　約４０%（平成２２年までに達成）

－

－

－ －

国土交通省

－ － －

エリア内の死傷事故の抑止割合
　歩行者・自転車事故については約３割（平成１９年度ま
でに達成）

エリア内の死傷事故の抑止割合　約２割（平成１９年度ま
でに達成）

死傷事故発生割合の高い地区約１，０００箇所を指定の
上、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施する。

国土交通省

警察庁

国土交通省

警察庁

―
歩道・自転車道等の通行空間と自転車駐車場の整備を
推進するとともに、「交通安全総点検」などによる子ども
の視点に立った歩道の補修などの改善を推進する。

１日の平均利用者数が5,000人以上の旅客施設
の周辺等の主な道路、信号機のバリアフリー化
の割合
  道路　　　３１％

１日の平均利用者数が5,000人以上の旅客施設
の周辺等の主な道路、信号機のバリアフリー化
の割合
  　信号機　 約５１％
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　　１１５　都市公園のバリアフリー化等の推進

ゆったりトイレの設置状況

8,400公園
12,960箇所

引き続き推進していく。

　　１１６　河川空間のバリアフリー化の推進

― 河川事業により着実に整備を実施しているところ。

　　１１７　海岸保全施設のバリアフリー化の推進

－ 海岸事業により着実に整備を実施しているところ。

海岸事業により着実に整備を実施しているところ。

　　１１８　歩車分離式信号の運用の推進

― 歩車分離式信号の整備は着実に進んでいる。

　　１１９　建築物における事故防止対策の推進

― 建築物事故情報ホットラインを試験的に運用している。

　　１２０　劇場等において、乳幼児同伴に配慮した区画された観覧室の設置の促進

― 引き続き実施する。

　　１２１　子育てバリアフリーの意識啓発等の推進

― 目標の達成に向けて、講ずるべき施策について推進しているところである。

引き続き推進していく。

　　１２２　輸送分野における子育て支援活動の推進

―
平成１６年度において実証実験を実施し、平成１７年度に当該実証実験に係
る報告書をまとめた。

　　１２３　育児にかかる製品の安全性の確保

―
子どもの事故情報の収集・分析を行い、その情報を発信・共有し、事故の未
然防止を目指す。

農林水産省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

―

タクシー事業者と子育て支援センター等が連携し、安全
で安心して利用できる幼児送迎サービスを提供するため
の個別輸送サービス（ＳＴＳ（スペシャル・トランスポート・
サービス））について実証実験を行い、その普及を図る。

国土交通省

―
製品に関する事故情報の収集・調査等により、製品によ
る事故の未然・再発防止及び製品の安全性を図る。

経済産業省

ゆったりトイレの設置状況

8,741公園
13,621箇所

－ －

3,867基 － －

－ －

海岸事業により着実に整備を実施。 －

―
劇場等において、乳幼児同伴の利用者等に対応するた
め、周囲に気がねなく観覧できる区画された観覧室の設
置を促進する。

国土交通省

警察庁

―
建築物等に係る事故情報の収集や提供により安全対策
を推進し、子どもが、安全にかつ安心して利用できる環境
を整備する。

―
歩行者と車両が交錯することにより、交通事故の発生が
懸念される交差点において、歩行者と車両の通行を時間
的に分離する信号制御の運用を推進する。

－

－ －

－ － －

－

－ － －

－ － －

－ －
子どもの事故情報の収集・分析を行い、その情報を発信・共有
し、事故の未然防止を目指す。

―
妊婦、子ども及び子ども連れの人が日常生活の中で海辺
に近づき、身近に自然と触れ合えるようにするため、海岸
保全施設のバリアフリー化を推進する。

―
都市公園において、妊婦、子ども及び子ども連れの人が
使いやすいように、段差の解消等を図るとともに、安全確
保に努め、安心できる遊び場の環境整備を図る。

－ ―
妊婦、子ども及び子ども連れの人が安心して河川を訪
れ、憩い楽しめる河川空間を創出するため、河川空間の
バリアフリー化を推進する。

国土交通省

子育てバリアフリーマップの取組を全市町村で浸透

市町村と地域住民が協働して、乳幼児とその親が外出す
る際の遊び場、授乳コーナー及び一時預かりの実施場所
等を示したマップを作成し、子育て家庭に配布する取組
や、妊婦、子ども及び子ども連れの人が安心して外出で
きるよう、周囲に思いやりの心を持った行動を促すような
意識啓発の取組を推進する。
また、交通バリアフリー教室の開催やバリアフリーボラン
ティアの普及に努め、「心のバリアフリー社会」を実現す
る。さらに、鉄道駅等の旅客施設や宿泊施設のバリアフ
リー化の状況に関する情報提供を推進する。

厚生労働省

国土交通省

－ －

－ －

海岸事業により着実に整備を実施。

－
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参　考　８

進捗状況

目標 講ずるべき施策
　　「目標」や「講ずるべき施策」と、「数値または措置等」との比較の上で、
　　担当省庁の考え方を記載。

１９年度見込

　　同左

「今後５年間の目標（平成２１年度の目標）」１８年度見込

　　同左

プランの項目ごとの
平成１６年度実績

（注）各項目は便宜的に、整理番号
　　　として連番を付している。

１７年度実績（見込）

　　数値（定量的なもの）または措置・取組内容（定性的なもの）

関係省庁

直接取り組ん
でいないが、
左記以外の省
庁で、プラン発
足時に「関係
省庁」としてる
省庁名

　③子どもの安全の確保
　　１２４　子どもを犯罪等の被害から守るための取組の推進

― モデル事業を実施中

防犯ボランティア団体の結成数　8,079団体 各種支援を実施中

― 着実に実施

着実に実施

防犯教室推進事業の実施地区数
46都道府県実施（1県については県独自の取組
によって実施）

防犯や応急処置等の訓練により、生徒の安全対応能力の向上を図る「防犯
教室」の開催の支援を行うなど、安全教育を着実に推進。

地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備し、安全で安心できる学校
を確立するため、学校や通学路で子どもたちを見守る学校安全ボランティア
（スクールガード）の養成・研修、防犯の専門家や警察官ＯＢ等の地域学校
安全指導員（スクールガード・リーダー）による各学校の巡回・警備のポイント
等の指導、モデル地域における実践的な取組を着実に実施。

子どもの安全に関し、ＩＴを活用し、関係者間で情報を効果的に共有できるよ
うな取組をモデル地域において推進。

取組の推進を図るため、母親クラブなどの地域組織による子どもの防犯活動
に対する支援を行っている。

平成１９年度予算を要求中

　　１２５　「安全・安心まちづくり」の推進

街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）の整
備
39地区408基

各都道府県の要望に応じて整備中

子ども緊急通報装置の整備
53地区368基

各都道府県の要望に応じて整備中

―

６２都道府県・政令指定都市実施予定

学校、家庭やＰＴＡ等の団体、地域住民、関係各機関等が
連携し、地域の防犯ボランティアや母親クラブ等による自
主的なパトロール活動、「子ども１１０番の家」の活動、学
校等における防犯教室の開催、危機管理マニュアルを踏
まえた学校における安全管理に関する取組等に対する
支援を行う。

文部科学省
防犯教室推進事業の実施地区数
46都道府県実施
（1県については県独自の取組によって実施）

―

道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等に
ついて、犯罪防止に配慮した環境設計を行うことにより、
犯罪被害に遭いにくい安全で安心なまちづくりを一層推
進する。

―
「子どもの安全に関する情報の効果的な共有システムの調査
研究」の実施地区数：４７地域実施

４７地域実施予定

防犯教室実践事例集の作成
（配布部数）約６万部
（配布先）国公私立の小・中学校、高等学校、幼稚園、中等教育学校及
び盲・聾・養護学校並びに各都道府県・政令指定都市教育委員会、各
市区町村教育委員会　等

－

47都道府県実施予定

警察庁

国土交通省

子ども緊急通報装置の整備
２地区10基（計55地区378基）

２地区12基（計57地区390基） ５地区33基（計62地区423基）

警察庁防犯ボランティア団体の結成数　19,515団体 － ―

警察庁

警察庁

街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）の整備
10地区65基（計49地区473基）

８地区54基（計57地区527基） ７地区49基（計64地区576基）

― －
子ども防犯テキストの改訂
4万7,000部

45都道府県実施
（2県については県独自の取組によって実施）

厚生労働省

警察庁

431地区

― － －

― －
子ども防犯テキストの改訂
4万7,000部

「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」の実施地区数
６１都道府県・政令指定都市

６２都道府県・政令指定都市

「地域安全安心ステーション」モデル事業の実施地区数
231地区　　　　（指定地区数）

331地区
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