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少子化社会対策基本法（抄） 

（平成 15年７月 30日法律第 133号） 

 我が国における急速な少子化の進展は、平均寿命の伸長による高齢者の増加

とあいまって、我が国の人口構造にひずみを生じさせ、二十一世紀の国民生活に、

深刻かつ多大な影響をもたらす。我らは、紛れもなく、有史以来の未曾有の事態

に直面している。 
 しかしながら、我らはともすれば高齢社会に対する対応にのみ目を奪われ、少

子化という、社会の根幹を揺るがしかねない事態に対する国民の意識や社会の

対応は、著しく遅れている。少子化は、社会における様々なシステムや人々の価

値観と深くかかわっており、この事態を克服するためには、長期的な展望に立っ

た不断の努力の積重ねが不可欠で、極めて長い時間を要する。急速な少子化とい

う現実を前にして、我らに残された時間は、極めて少ない。 
 もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、こうした事態に

直面して、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して

生み、育てることができる環境を整備し、子どもがひとしく心身ともに健やかに

育ち、子どもを生み、育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実

現し、少子化の進展に歯止めをかけることが、今、我らに、強く求められている。

生命を尊び、豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、新たな一歩

を踏み出すことは、我らに課せられている喫緊の課題である。 
 ここに、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにし、少子化

に的確に対処するための施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。 
 
第一章 総則  
（目的）  
第一条  この法律は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況

が二十一世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにか

んがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、

少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国

及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本とな

る事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総

合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現

に寄与する ことを目的とする。  
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（施策の基本理念）  
第二条  少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについ

ての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多

様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育

てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることが

できる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。  
２ 少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、

社会の高度化その他の状況に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられな

ければならない。  
３ 少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が

確保されるとともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができ

るよう配慮しなければならない。  
４ 社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況

に配慮して、講ぜられなければならない。 
 
 
 

少子化社会対策大綱（抄）※子ども・子育てビジョン 

（平成 22年１月 29日閣議決定） 

第１ 子どもと子育てを応援する社会に向けて 

○ 子どもが主人公（チルドレン・ファースト） 
子どもを大切にする社会をつくりたいと思います。それはわたしたち人間す

べてが子どもである時代を経て、大人へと成長する存在だからです。 
子どもは社会の希望であり、未来の力です。子どもの笑顔があふれる社会は個

人の希望や夢を大切にする社会です。だからこそ社会全体で子どもと子育てを

応援していきたいと思います。 
子どもにとって安全で安心な社会は、すべての人にとっても安全で安心な社

会でもあります。キッズデザインの普及や、質の高い子どもの居場所づくりは、

日本経済の活力にもなりえるのです。わたしたちは子どもが社会の主体的な一

員であると位置づけ、その子どもと子育てを国、地方、企業（職域）、地域、Ｎ

ＰＯ、家庭、個人など社会全体で応援する姿勢を明確に打ち出すことで、豊かな

日本社会をつくり続けていきたいと考えています。 
 
また近年、家庭や家族の形態、親の就業の有無や状況、個人のライフスタイル

は実に多様化しています。離婚や死別によるひとり親家庭、虐待を受けた子ども
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たち、障害のある子どもたち、定住外国人の子どもたち、など特別な支援が必要

な子どもが増えています。「教育の格差」「子どもの貧困」の問題が懸念されてい

る時代だからこそ、格差や貧困をなくし、その連鎖を防止していくことがわたし

たちに求められています。 
わたしたちは、子どもの権利条約も踏まえ、すべての子どもたちが尊重され、

その育ちが等しく確実に保障されるよう取り組まなくてはなりません。 

○ 「少子化対策」から「子ども・子育て支援」へ 
そもそも、この国は、子どもを生み育てるという希望がかなえられる社会にな

っているでしょうか。 
これまで「少子化対策」として、さまざまな計画の策定や対策が講じられてき

ました。しかしそれが目に見える成果として、生活の中では実感できない現状に

あるのではないでしょうか。 
若者が雇用など将来の生活に不安を抱き、結婚や出産に関する希望の実現を

あきらめ、子育て当事者が悩みを抱えながら苦労しているといった現実があり

ます。 
これまで進められてきた少子化対策の視点からは、真に子ども・若者のニーズ

や不安、将来への希望に応える政策を生み出すことはできなかったのです。 
わたしたちは当事者の目線で、子ども・若者の育ち、そして子育てを支援するこ

とを第一に考え、個人が希望を普通にかなえらえるような教育・就労・生活の環

境を社会全体で整備していかなくてはなりません。 
各種の調査によれば、多くの若者が将来家庭を持つことを望み、希望する子ど

もの数は平均２人以上となっています。家庭を築き、子どもを生み育てるという

個々人の選択が尊重され、それが実現される社会を築くことが大切です。 
子どもと子育てを応援することは、「未来への投資」であり、子ども手当の創

設は、その大きな一歩です。子ども手当等の支援と教育や保育等のサービスとを

「車の両輪」としてバランス良く組み合わせて、子ども・若者と子育てを応援す

る社会をみんなで作り上げていきたいと考えています。 

○ 生活と仕事と子育ての調和 
子どもの成長、子育て、個人の生活、仕事をバラバラに切り離して考えること

はできません。さらに、家庭や職場における男性と女性の役割についてもあわせ

て考えていく必要があります。 
例えば、我が国の女性の年齢階級別の労働力率を折れ線グラフにした際に見

られる、いわゆる「Ｍ字カーブ」を台形型にしていくことは、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の実現でもあり、保育サービス等の子育て支援策

や、職場や家庭における男女の役割のあり方とも密接に関連する課題です。 
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「子ども・子育て支援」を進める際には、「男女共同参画」「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）」「子ども・若者育成支援」のそれぞれの施策との

密接な連携を図っていく必要があります。 
若者の雇用を確保し、出産と子育ての環境を整備すると同時に、男性と女性の

仕事と生活の両方を調和させていくことが、安定的で持続可能な経済社会の実

現へとつながるものと考えています。 
子どもと子育てをみんなで支えるセーフティネットを協力してつくりあげて

いきたいと思います。 
次代を担う子どもたちが健やかにたくましく育ち、子どもの笑顔があふれる

社会のために、この「子ども・子育てビジョン」は、子どもと子育てを全力で応

援します。 
 
 
 

子ども・子育て支援法（抄） 

（平成 24年８月 22日法律第 65号） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域

を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付

その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一

人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

（基本理念） 
第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義

的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社

会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相

互に協力して行われなければならない。 
２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全

ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切

なものでなければならない。 
３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じ

て、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
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教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並び

に子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑

な実施を確保するために基本的な指針（抄） 
平成 26年平成 26年告示第 159号 

第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項 

法は、「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く

環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と相ま

って、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に

必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる

社会の実現に寄与する」ことを目的としている。 
子ども・子育て支援については、この法の目的を達成するため、「子どもの

最善の利益」が実現される社会を目指すとの考えを基本に、子どもの視点に立

ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、良質かつ適切な内容及び水準のも

のとすることが必要である。 
また、法は、障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会

的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭

を対象とするものである。このことを踏まえ、全ての子どもに対し、身近な地

域において、法に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに、関連

する諸制度との連携を図り、必要な場合には、これらの子どもに対する適切な

保護及び援助の措置を講じることにより、一人一人の子どもの健やかな育ちを

等しく保障することを目指す必要がある。 
子どもは、社会の希望であり、未来をつくる存在である。子どもの健やかな

育ちと子育てを支えることは、一人一人の子どもや保護者の幸せにつながるこ

とはもとより、将来の我が国の担い手の育成の基礎をなす重要な未来への投資

であり、社会全体で取り組むべき最重要課題の一つである。 
しかるに、子どもの育ちや子育てをめぐる状況は厳しく、結婚や出産に関する

希望の実現をあきらめる人々や、悩みや不安を抱えながら子育てを行っている

人々がいる。また、親自身は、周囲の様々な支援を受けながら、実際に子育て

を経験することを通じて、親として成長していくものであり、全ての子育て家

庭を対象に、こうしたいわゆる「親育ち」の過程を支援していくことが必要と

されている。 
このような状況に鑑みれば、行政が、子ども・子育て支援を質・量ともに充

実させるとともに、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野にお

ける全ての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、

各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要である。 
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そうした取組を通じ、家庭を築き、子どもを産み育てるという人々の希望が

かなえられるとともに、全ての子どもが健やかに成長できる社会を実現してい

かなければならない。 

一 子どもの育ち及び子育てをめぐる環境 

近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、祖父母や近隣の

住民等から、日々の子育てに対する助言、支援や協力を得ることが困難な状

況となっている。また、現在の親世代の人々の兄弟姉妹の数が減少しており、

自身の子どもができるまで赤ちゃんと触れ合う経験が乏しいまま親になる

ことが増えている。このように、子育てをめぐる地域や家庭の状況は変化し

ている。 
また、経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳しい中、共働き

家庭は増加し続けているとともに、若年男性を始め非正規雇用割合も高まっ

ている。また、子育てに専念することを希望して退職する者がいる一方、就

労の継続を希望しながらも、仕事と子育ての両立が困難であるとの理由によ

り、出産を機に退職する女性が少なからず存在しているなど、出産に伴う女

性の労継続も依然として厳しい状況にある。さらに、女性の活力による経済

社会の活性化の視点か 
ら、仕事と子育ての両立を希望する者を支援する環境の整備が求められてい

るが、都市部を中心に、依然として多くの待機児童が存在している。 
また、長時間労働は全体的に減少傾向にあるものの、子育て期にある三十

代及び四十代の男性で長時間労働を行う者の割合は依然として高い水準に

ある。父親の子育てへの参画に関する意識や意欲は高まってきているものの、

子育て期の父親の家事・育児時間は、諸外国に比べ、依然として少ない時間

にとどまっている。他方で、夫の家事・育児時間が長い夫婦ほど、第二子以

降の出生割合が高い傾向が見られており、育児において父親が積極的に役割

を果たすことが望まれる。 
このような、社会や経済の環境の変化によりもたらされた子育て家庭を取

り巻く環境の変化によって、就労の有無や状況にかかわらず、子育ての負担

や不安、孤立感が高まっている。こうした状況の中、子どもの心身の健やか

な発達を妨げ、ひいては生命をも脅かす児童虐待の発生も後を絶たない。 
さらに、少子化により、子どもの数の減少とともに兄弟姉妹の数も減少し

ており、乳幼児期（小学校就学の始期に達するまでの時期をいう。以下同じ。）

に異年齢の中で育つ機会が減少しているなど、子どもの育ちをめぐる環境も

変容している。 
以上のような子どもの育ちや子育てをめぐる環境に鑑みれば、子どもが安
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心して育まれるとともに、子ども同士が集団の中で育ち合うことができるよ

う、また、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、男女共に保

護者がしっかりと子どもと向き合い、喜びを感じながら子育てができるよう、

子どもの育ちと子育てを、行政や地域社会を始め社会全体で支援していくこ

とが必要である。こうした取組を通じて、全ての子どもの健やかな育ちを実

現する必要がある。 
 
（略） 
 
三 子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義 

法を始めとする関係法律において明記されているとおり、「父母その他の保

護者は、子育てについての第一義的責任を有する」という基本的認識を前提と

し、また、家庭は教育の原点であり、出発点であるとの認識の下、前述の子ど

も・子育てをめぐる環境を踏まえ、子ども・子育て支援は進められる必要があ

る。 
子育てとは本来、子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成

長する子どもの姿に感動して、親も親として成長していくという大きな喜び

や生きがいをもたらす尊い営みである。 
したがって、子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わりするもので

はなく、保護者が子育てについての責任を果たすことや、子育ての権利を享受

することが可能となるよう、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する

負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちなが

ら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子ども

の成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援をしていくことで

ある。 
このような支援により、より良い親子関係を形成していくことは、子どもの

より良い育ちを実現することに他ならない。 
また、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認

識については、子どもの最善の利益を実現する観点から、虐待等を理由として

親子を分離し、実親以外の者が養育者となって子育てを担うことを妨げるも

のではない。むしろ、必要な場合には、社会的養護に係る措置を適切に講じ、

もって子どもの健やかな育ちを保障することは、社会の責務である。 
以上のような子ども・子育て支援の意義に関する理解の下、各々の子どもや

子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、

地域における多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが

必要である。 
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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律

（抄） 

（平成二十五年十二月十三日法律第百十二号） 
 
第二章 講ずべき社会保障制度改革の措置等  
（少子化対策）  
第三条  政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させて

いくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実

施していく必要があることに鑑み、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階

に応じた支援を切れ目なく行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現

するため、子ども・子育て支援（子ども・子育て支援法 （平成二十四年法律

第六十五号）第七条第一項 に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この

項において同じ。）の量的拡充及び質の向上を図る観点並びに職業生活と家庭

生活との両立を推進する観点から、幼児期の教育及び保育その他の子ども・子

育て支援の総合的な提供、平成二十五年六月十四日に閣議において決定され

た経済財政運営と改革の基本方針に記載された待機児童解消加速化プランそ

の他の子ども・子育て支援の実施に当たって必要となる次に掲げる措置その

他必要な措置を着実に講ずるものとする。  
 
（略） 
 
２  政府は、前項の措置については、全世代対応型の社会保障制度の構築を目

指す中で、少子化対策を全ての世代に夢や希望を与える日本社会の未来への

投資であると認識し、幅広い観点からこれを講ずるものとする。  
 
３  政府は、第一項の措置を講ずるほか、子ども・子育て支援法 附則第二条第

二項 の規定に基づき、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法 （平

成十五年法律第百二十号）の延長について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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社会保障制度改革国民会議報告書（抄） 

平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ６ 日 

社会保障制度改革国民会議 

第２部 社会保障４分野の改革 
Ⅰ 少子化対策分野の改革 
１ 少子化対策の意義と推進の必要性 
少子化対策、子ども・子育て支援策は、すなわち次世代育成支援である。その

目的は第一義的に、すべての子どもたちが健やかに成長するために、出生前から

乳幼児期、就学後まで一貫して切れ目なく良質な成育環境を保障することにあ

る。 
子どもたちへの支援は、社会保障の持続可能性・経済成長を確かなものとし、

日本社会の未来につながるものである。そのためすべての世代が連携して、すべ

ての子どもの成長を温かく見守り、支えることができる社会の構築を目指すこ

とが、社会保障制度改革の基本をなすものと考えられる。 
少子化対策は、1990（平成 2）年の「1.57 ショック」を契機として始められ

たが、その後、2005（平成 17）年度からの 10 年間を集中期間として取組が進

められてきた。この間、2007（平成 19）年の「『子どもと家族を応援する日本』

重点戦略」を経て、昨年の子ども・子育て関連３法まで、長年の議論を基に着実

に施策が積み重ねられてきた。しかしながら、少子化傾向は一向に歯止めがかか

っていない。その背景に、今なお子どもと子育てをめぐる厳しい実態があること

を直視しなくてはならない。危機感を持って集中的な施策を講じるべきである。 
この度、社会保障と税の一体改革の中に、子育て支援が位置づけられ、子ども・

子育て支援新制度を設けて、恒久財源の確保が決定されたことは、歴史的に大き

な一歩である。これを機に過去の対策を改めて精査し、また少子化脱却に成功し

た国々の先行事例に学びつつ、少子化対策・子育て支援を更に着実に推進してい

くことが求められる。 
少子化の原因の主たるものとして、若年失業者やフリーターが多いなど若者

が社会的に自立することが難しい状況であることに加えて、出産・子育ての機会

費用が大きいことがあげられる。若い世代の希望を実現することが社会の責務

であり、未来は変えられるとの強い意志を持って改革に望むべきである。妊娠・

出産・子育ての切れ目のない支援が必要であり、具体的には、まず出産・子育て

と就労継続の二者択一状況を解決することが必要である。とりわけ第 1 子出産

を機に約 6 割の女性が就労継続を断念している事実は放置できない。内閣府の

報告書によれば、日本の女性の就業希望者（342 万人）が、仮に希望通りに就業
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することができれば、単純試算で約 7 兆円、ＧＤＰ比で 1.5％の付加価値が創造

されるとされている。女性の活躍は成長戦略の中核であり、若い世代のニーズを

かなえ、社会保障の持続性を守るためにも、Ｍ字カーブの解消、子育て期も含め

て人生の各ステージで女性が活躍できる社会づくり・環境整備、ワーク・ライフ・

バランスの確保が急務である。このことが、ひいては男女を問わず就労環境の改

善につながる。子ども・子育て支援新制度とワーク・ライフ・バランスを車の両

輪として進める必要がある。施策の推進に当たっては、国・都道府県・市町村・

企業が一体となって、それぞれの役割と機能を十全に発揮すべきである。とりわ

け地域の実情に即した施策の展開の重要性からも、基礎自治体である市町村の

主体的・積極的な取組が求められる。また人材の安定的確保と経済成長の意義を

考慮すれば、少子化対策の重要性は企業にとっても大きく、拠出への協力が必要

である。以上、少子化対策分野の施策については、今後も子ども・子育て会議等

において関係者により鋭意議論を行い、速やかな実施とともに、長期的な視野に

立って検討を積み重ねていく必要がある。 
 
 
 

「すべての女性が輝く政策パッケージ」（抄） 

平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ ０ 日 

すべての女性が輝く社会づくり本部決定 

すべての女性が輝く社会をつくる。これは、安倍内閣の最重要課題である。 
女性は社会のあらゆる分野で重要な役割を担っている。「すべての女性が輝く

社会」とは、各々の希望に応じ、女性が、職場においても、家庭や地域において

も、個性と能力を十分に発揮し、輝くことができる社会である。 
 

女性が輝くことは、暮らしやすい社会、活力のある社会をつくることにつなが

る。子育てがしやすい、安心して介護ができる、ライフステージに応じた柔軟な

働き方ができる、家庭や地域に十分関わることができる、安心・安全な生活がで

きるなど、女性の視点から見て暮らしやすい社会の制度や仕組みをつくること

は、同時に、女性も男性もともに輝く社会、ひいては、妊婦、子ども、若者、高

齢者、障害のある方、ひとり親として世帯を支えている方など、すべての人にと

って暮らしやすい社会をつくることでもある。 
このような社会づくりは、女性だけでなく、男性の課題でもある。職場や家庭

において、男性の主体的・積極的な関わりが欠かせない。 
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我が国最大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮できるようにすることは、

企業の活動、行政、地域などの現場に多様な価値観や新しい視点、創意工夫をも

たらす。さらには、自然災害の多い我が国で、防災・復興において女性の視点が

より活かされることは、国全体の活力や地域の安全・安心にもつながる。 
 
これまで、仕事と子育ての両立を支援することをはじめ様々な取組を推進し

てきたところであるが、今、求められているのは更なる社会変革である。すべて

の女性が輝く社会をつくるという我が国の取組が、ひいては世界の女性の地位

向上にも資するという視野と決意をもって、敢然と取り組む必要がある。 
 

 

基 本 方 針（抄） 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 １ ２ 日 
まち・ひと・しごと創生本部決定 

１．基本目標 

地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服する。 
そのために、国民が安心して働き、希望通り結婚し子育てができ、将来に夢や

希望を持つことができるような、魅力あふれる地方を創生し、地方への人の流れ

をつくる 。人口減少・超高齢化という危機的な現実を直視しつつ、景気回復を

全国津々浦々で実感できるようにすることを目指し、従来の取組の延長線上に

はない次元の異なる大胆な政策を、中長期的な観点から、確かな結果が出るまで

断固として力強く実行していく。 
 
２．基本的視点 

50 年後に１億人程度の人口を維持するため、「人口減少克服・地方創生」とい

う構造的な課題に正面から取り組むとともに、それぞれの「地域の特性」に即し

た課題解決を図ることを目指し、以下の３つを基本的視点とする。 
（１）若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

・人口減少を克服するため、若い世代が安心して働き、希望通り結婚・出産・

子育てをすることができる社会経済環境を実現する。 
（２）「東京一極集中」の歯止め 

・地方から東京圏への人口流出（特に若い世代）に歯止めをかけ、地方に住

み、働き、豊かな生活を実現したい人々の希望を実現する。東京圏の活力

の維持・向上を図りつつ、過密化・人口集中を軽減し、快適かつ安全・安
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心な環境を実現する。 
（３）地域の特性に即した地域課題の解決 

・中山間地域等において、地域の絆の中で高齢者をはじめ全ての人々が心豊

かに生活できるよう、小さな拠点における制度縦割りを排除した「多世代

交流・多機能型」の生活サービス支援を推進する。 
・地方中枢拠点都市及び近隣市町村、定住自立圏における「地域連携」を推

進し、役割分担とネットワークを形成することを通じて、地方における活

力ある経済圏を形成し、人を呼び込む地域拠点としての機能を高める。 
・大都市圏等において、過密・人口集中に伴う諸問題に対応するとともに、

高齢化・単身化を地域全体で受け止める「地域包括ケア」を推進する。 
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