
（２）４つの「基本目標」 

「長期ビジョン」を踏まえ、「総合戦略」では、以下の４つの「基本目標」を

国レベルで設定し、地方における様々な政策による効果を集約し、人口減少の

歯止め、「東京一極集中」の是正を、着実に進めていく。 

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する 

「しごと」と「ひと」の好循環を確立するため、まずは、地方における

「しごと」づくりから着手する。東京圏への転入・転出状況をみると、現

在、35 歳未満の若い世代で約10万人の東京圏への転入超過となっている一

方、35 歳以上は若干の地方への転出超過となっている。 

東京圏への一極集中を是正するためには、若い世代の東京圏への転入超過を

解消する必要があり、そのためには、地方において毎年 10 万人の若い世代の安

定した雇用を生み出せる力強い地域産業の競争力強化に取り組む必要がある。 

具体的には、初年度（2016 年度）２万人、翌年度（2017 年度）４万人と、

毎年度２万人ずつ段階的に地方に雇用を創出し、2020 年以降は毎年 10 万人

の若い世代の安定した雇用を生み出す力を持った地域産業の競争力強化に取

り組む 3。そして、2020 年までに、累計で 30 万人の若い世代が安心して働け

る職場を新たに生み出す。 

また雇用の量ばかりでなく、職種や雇用条件、生活環境の不適合などによ

る雇用のミスマッチや、ポテンシャルある女性の就業機会の不足などの理由

により、地方で生かされない潜在的な労働供給力を地域の雇用に的確につな

げていくため、魅力ある職場づくりや、労働市場環境の整備に取り組み、正

規雇用等の割合の増加、女性の就業率の向上など、労働市場の質の向上を図

る。 なお、こうした「しごと」づくりを、地域の経済力・消費力に的確につな

げていくため、参考指標として、賃金上昇率を計測することとする。 

■若者雇用創出数（地方） 2020 年までの５年間の累計で地方に 30 万人の若

い世代の安定した雇用を創出 

■若い世代の正規雇用労働者等（注）の割合

2020 年までに全ての世代と同水準を目指す（※） 

※ 15～34 歳の割合：92.2%（2013年） 

全ての世代の割合：93.4%（2013 年） 

（注）自らの希望による非正規雇用労働者等を含む。 

3 東京圏への10 万人の転入超過を解消するためには、廃業等による失業分を考慮した上で、10

万人の雇用を創出する必要があるが、現時点では、世代要因による雇用の自然減、産業の新

陳代謝に伴う適正な廃業率水準等の知見が不足していることから、まずは10万人の雇用創出

目標からスタートし、今後、的確な評価を得ることによって、廃業等による失業分を考慮し

た雇用の純増目標を検討し、適切な設定をする。 
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■女性の就業率向上 2020 年までに 73%を実現（2013 年 70.8%） 

※参考計測 賃金上昇率 

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる 

内閣官房の調査によれば、東京都在住者の約４割が「移住する予定」又は

「今後検討したい」としている一方、移住に対する不安・懸念の第一は地方の

雇用であるという調査結果がある。今後、地方で生み出す毎年 10 万人分の雇用

を、こうした潜在的希望者による地方への移住・定着に結び付けるべく、東京

圏から地方への移住の促進、地方出身者の地元での就職率向上など、地方への

新しい「ひと」の流れづくりに取り組み、「しごと」と「ひと」の好循環を確

立する。 具体的には、地方に生み出す年間10万人分の雇用創出力を活用しつつ、現

在、年間 47 万人の地方から東京圏への転入者を年間６万人減少させ、年間37

万人の東京圏から地方への転出者を年間４万人増加させる。こうした、東京圏

から地方への新たな「ひと」の流れづくりにより、東京圏からの転出者と、東

京圏への転入者を均衡させ、東京一極集中の流れを止めることを目指す。 

■東京圏から地方への転出

■地方から東京圏への転入

４万人増加（2020 年時点、2013 年比） 

６万人減少（2020 年時点、2013 年比） 

■上記により、2020 年時点で東京圏から地方への転出・転入を均衡

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

地域の実情に即し、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた

環境整備等の取組を推進することにより、安心して結婚・妊娠・出産・子育て

できる社会を達成していると考える人の割合を 40%以上とする。 

出生動向基本調査によれば、独身男女の約９割は結婚の意思を持ち、希望子

ども数も２人以上となっている。若い世代の結婚・子育ての希望が実現するな

らば出生率は 1.8 程度の水準まで改善することも見込まれ、地域における少子

化の流れにも歯止めをかけることができる。 

このため、若年世代が安心して働ける質の高い職場を生み出し、結婚希望の実

現率を　80%に引き上げていくとともに、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目の

ない支援や、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス 4）の確保に取り

4 誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時

間や、家庭、地域、自己啓発等に係る個人の時間を持てる健康で豊かな生活のこと。 
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組むことによって、夫婦が希望する子育て環境を提供し、夫婦の予定する子

供数の実現割合を 95%に引き上げるよう取り組むこととする。 

■安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を達成していると考える人

の割合  40%以上（2013 年度 19.4%※） 

（※2013 年度「安心して妊娠・出産できるような社会」の達成度について、

「そう思う」、「ややそう思う」と回答した人の割合） 

■第１子出産前後の女性の継続就業率  55%（2010 年 38%）

■結婚希望実績指標 5

■夫婦子ども数予定実績指標 6
80%（2010 年 68%） 

95%（2010 年 93%） 

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると

ともに、地域と地域を連携する 

「しごと」と「ひと」の好循環は、それを支える「まち」の活性化によっ

て、より強固に支えられる。ただし、「まち」の様態は地域ごとに異なるも

のであり、国が一律に目標を定めることは難しい。地域の課題は地域で解決

する観点から、「小さな拠点」の整備や「地域連携」の推進など、具体的な

施策に対する重要業績評価指標（KPI）を設定した上で、国の目標数値は、

各地方公共団体が策定する「地方版総合戦略」の内容を踏まえ設定すること

とする。 

（略） 

5 結婚の希望（既に希望を実現したと考えられる有配偶者を含む。）と、「総合戦略」の期間（５

年間）経過後の結婚の実績の対比を指標として設定。具体的には、「調査時点より５年前に

おける、18～34歳の人口に占める有配偶者の割合と５年以内の結婚を希望する者の割合の合

計（A）」に対する「調査時点における23～39歳の人口に占める有配偶者の割合（B）」の比

率（＝B／A）を算出。 
6 夫婦の平均予定子ども数（完結出生児数の調査対象となる夫婦が調査対象であった期間の平

均）に対する完結出生児数（結婚持続期間15～19年の夫婦の子ども数）の比率。 
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２．政策パッケージ 

【「政策パッケージ」の趣旨】 

国は、本節で提示するような「政策パッケージ」の形で、地方が「地方版総合

戦略」を策定・実施していくに当たり必要と考えられる支援策を用意する。 

それぞれの「政策パッケージ」は、関係府省庁が一体となって準備した施策か

ら構成され、併せてそれぞれの施策に応じた工程表を用意している。その中に

は、短期的に実施が可能な施策と、構造的な改革を視野に入れた中長期的な施策

の両方が含まれているが、いずれのメニューを組み合わせて採用し、どのような

スピード感で取組を進めていくかは、最終的に、地方が自ら、「地方版総合戦

略」の策定を通じて、判断していくこととなる。 

「地方版総合戦略」の策定・実施に当たっては、地方において、地方公共団体

に限らず、住民代表に加え、産業界・大学・金融機関・労働団体（産官学金労）

が連携し効果的な施策が実施されるよう、戦略の策定から、担い手の選定、具体

的な進め方まで、それぞれの代表も加わった形で、PDCA サイクルに基づく分析を

徹底して行うことが重要である。 

国は、政策５原則の下、地方が、その特性に合わせて政策メニューを効果的に

活用し、各地域独自の「地方版総合戦略」を策定・実施できるよう、現状の分析

から戦略の策定・評価までしっかりと支えていく。また、支援策の利用者の立場

に立った政策実施環境を整えると同時に、地方における政策メニューの選択や、

政策展開によって上げられた成果を踏まえ、「政策パッケージ」の内容自体も、

不断に見直していくこととする。 

◎「しごとの創生」と「ひとの創生」の政策パッケージ 

＜「しごと」と「ひと」の好循環づくり＞ 

地方に「しごと」が生まれ、地方への新しい「ひと」の流れが生じると、その

「ひと」が地方で新しい「しごと」を創出し、好循環が達成される。この好循環

は、地方における若い世代の結婚・出産・子育てに関する希望がかなう環境を整

えることにより、持続的なものとなる。こうした「しごとの創生」と「ひとの創

生」を目指す「政策パッケージ」は、以下のものである。 
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（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

(ア）若い世代の経済的安定 

【施策の概要】 

独身男女の約９割は結婚意思を持ち、希望子ども数も２人以上である一方、未

婚率は上昇し、夫婦の子ども数は長期的に減少傾向にあるなど、結婚・妊娠・出

産・子育ての希望がかなっていない現状にある。結婚を実現できない背景には、

雇用の不安定さや所得が低い状況があると指摘されている。 

これまでの若者雇用施策は、雇用情勢の悪い地域での雇用失業対策が中心とな 

ってきた。今後は、人口減少や人口流出等に伴う地域課題の解決という視点が求

められる。また、若い世代が希望通り結婚し、子どもが持てるような年収水準

（例えば独身で 300 万円、夫婦で 500 万円程度が必要との指摘もある。）を確保

する安定的雇用が必要である。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■若者（20～34 歳）の就業率を 78%に向上（2013 年 75.4%）

■若い世代の正規雇用労働者等（自らの希望による非正規雇用労働者等を含

む。）の割合について、全ての世代と同水準を目指す（2013 年 15～34 歳

の割合92.2%、全ての世代の割合 93.4%）

■フリーター数を 124 万人に減少（2013 年 182 万人）

【主な施策】 

◎ (3)-(ア)-① 若者雇用対策の推進、「正社員実現加速プロジェクト」の推進 

 若者や非正規雇用労働者の安定雇用を実現し、地域の若者の自立と、地域

経済の活性化を促進することが必要である。 

そのため、2015 年度に、法的整備も含めた総合的かつ体系的な若者雇用対

策（新卒者等への就職支援、フリーター等の正規雇用化支援等）を推進する

とともに、「正社員実現加速プロジェクト」（ハローワークによる正社員就

職の実現、正社員実現に取り組む事業主への支援）の強力な推進により正社

員化を促進する。特に、ハローワーク（「新卒応援ハローワーク」等）にお

いて、地方公共団体や学校とも積極的に連携し、個々の様々なニーズに対応

した、担当者制による、継続的できめ細やかな相談支援を行う取組を進め

る。また、2016 年度以降も、若者雇用対策の推進による雇用の安定の実現、

非正規雇用対策を推進していく。これらの取組により、2020 年までに「20～

34 歳の就業率：78%（2013 年 75.4%）」、「若い世代の正規雇用労働者等

（自らの希望による非正規雇用労働者等を含む。）の割合：全ての世代と同

水準（2013 年 15～34 歳の割合 92.2%、全ての世代の割合 93.4%）」を目指

し、「フリーター124万人（2013 年 182 万人）」を実現する。 
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若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえるため、少子化社会

対策基本法（平成 15 年法律第 133 号）に基づき策定される「少子化社会対

策大綱」と連携した結婚・妊娠・出産・子育ての各段階に対応した少子化対

策を、国と地方公共団体が連携し、総合的に推進する。 

(イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

【施策の概要】 

妊娠・出産支援や子育て支援がそれぞれ進められているものの、行政の窓口や

担当機関が異なっており、連携のとれた支援体制となっていないなどの課題があ

る。また、核家族化や地域の結び付きの希薄化、父親の育児参加が不十分なこと

に伴い、妊産婦が孤立感や不安感を払拭できず、出産直後の健康面での悩みや育

児不安を抱える状態となっている。 

そこで、フィンランドで実施されている包括的な相談支援機関（ネウボラ 

7）に

よる支援を参考に、日本においても地域の包括的な支援センターを整備すること

が望まれる。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■支援ニーズの高い妊産婦への支援実施の割合：100%

【主な施策】 

◎ (3)-(イ)-① 「子育て世代包括支援センター」の整備、周産期医療の確保

等 

現在、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援は、様々な機関によって「縦

割り」で行われており、連携がとれていない。このため、子育て世代の支援を

行うワンストップ拠点の整備を進め、専門職等が必要なサービスをコーディ

ネートし、切れ目のない支援を実施する。また、相談等を通じた評価の結果、

支援が必要と判断された場合には、支援プランの策定等を実施する。 

具体的には、「子育て世代包括支援センター」を、緊急的取組として 50

か所、2015 年度までに 150 か所整備し、おおむね５年後までに地域の実情

等を踏まえながら全国展開を目指していく。併せて支援対象者の評価や支援

内容等に係るガイドラインを策定し、要支援者の判定基準や支援プランの標

準化を図る。また、小児医療や周産期医療の確保、地域における助産師の活

用に関しては、地域医療介護総合確保基金等を通じて支援する。これらの取

組によって、2020 年までに、支援ニーズの高い妊産婦への支援実施の割合

が 100%となるようにする。 

7 フィンランドで制度化されている妊娠・出産・子育てに関する支援施設のこと。妊娠、出産か

ら就学前までの育児を切れ目なく継続的に支援するのが特長。ネウボラとは、フィンラン

ド語で「アドバイスする場所」という意味。 

◎ (3)-(ア)-② 「少子化社会対策大綱」と連携した結婚・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の推進 
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(ウ）子ども・子育て支援の充実 

【施策の概要】 

子育て支援が、質・量両面にわたって十分ではなく、これまでの少子化対策にと

らわれることのない取組が求められている。このことを踏まえ、2015 年４月施行

予定の子ども・子育て支援新制度において、内閣府に設置される子ども・子育て本

部を中心として政策立案・総合調整を行う一元的な支援体制の構築が図られるが、

財源を確保しつつその円滑な実施を図ることが不可欠である。同時に、祖父母・両

親の資産の早期移転を促し、子・孫の結婚・妊娠・出産・子育てを支援するため税

制上の措置を活用するなど、世代を超えて子育て世代をサポートしていく仕組み

の構築や、子育てや教育に要する費用負担の軽減も重要である。さらに、子どもの

小学校就学後に仕事を辞めざるを得ない「小１の壁」を打破するため、

「放課後子ども総合プラン」を着実に実施し、一体型を中心とした「放課後児童ク

ラブ」と「放課後子供教室」の計画的な整備等を推進する必要がある。 

また、社会全体で多子世帯を支援する仕組みの構築や、「三世代同居・近居」

の希望の実現に対する支援等に取り組む必要がある。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■2017 年度末までに待機児童の解消を目指す（待機児童数 2014 年４月 21,371

人）

■「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」について、全ての小学校区（約

２万か所）で一体的に又は連携して実施する。うち１万か所以上を一体型と

することを目指す

■三世代同居・近居の希望に対する実現比率を向上する

■理想の子ども数を持てない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎ

るから」を挙げる人の割合を低下させる（2010 年 60.4%）

【主な施策】 

◎ (3)-(ウ)-① 子ども・子育て支援の充実（「子ども・子育て支援新制度」の

円滑かつ持続的な実施、事業主負担を含め社会全体で費用を

負担する仕組みの構築、幼児教育の無償化に向けた取組を財

源を確保しながら段階的に実施するなど教育費負担の軽減、

社会全体で多子世帯を支援する仕組みの構築や「三世代同

居・近居」の支援） 

１夫婦当たりの理想の子ども数は 2.42 人であるのに対し、平均出生子ど

も数は 1.96 人にとどまっている。理想の子ども数を持てない理由として、

子育てや教育に要する費用負担、特に学校教育費を挙げる人の割合が高い状

況にある。また、親と同居・近居している夫婦の方が、親と遠く離れて居住

している夫婦よりも、出生する子どもが多い傾向がある。こうした中で、子

育て支援に係る負担軽減をはじめとして、量的拡充と質的改善を進めていく

ことが課題である。 
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そのため、子ども・子育て支援新制度において、子育て支援に関する施設・

事業に対して共通の財政支援の仕組みを導入することを進めるとともに、内閣

府に子ども・子育て本部を設置して従来の縦割りを排除する。また、財源を確

保しながら幼児教育の無償化に向けた取組を段階的に実施していくなど、教育

費の負担軽減を図る。加えて、社会全体で多子世帯を支援する仕組みの構築

や、「三世代同居・近居」の支援を進めていく。こうした取組により、2017年

度末までに待機児童を解消（2014 年 4 月 21,371 人）し、2020 年までに「三世

代同居・近居」の希望に対する実現比率を向上させ、理想の子ども数を持てな

い理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を挙げる人の割合を

低下させる。 

(エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」） 

【施策の概要】 

子育て世代の男性に長時間労働が多く、育児休業や年次有給休暇の取得率が低

い。日本における子育て世代の男性が家事・育児に費やす時間は国際的に最低水

準となっている。こうした長時間労働、転勤などの働き方や育児休業等の低取得

率、男女の固定的な家事・育児の役割分担意識の存在等が、妊娠・出産・育児休

業取得等を理由とする不利益な取扱いなど様々な女性に対するハラスメントの問

題や女性の育児負担をより大きくさせている。また、子育て世代の女性が働きな

がら安心して、妊娠、出産、育児に取り組むためには、将来のキャリアパスが見

通せることが必要である。さらに、子育ての時期は、育児負担のみならず、親の

介護の時期と重なり二重の負担が発生する場合もある。加えて、長時間労働につ

いては、労働者の健康確保上の問題や、子育てや介護などの仕事と生活の調和へ

の影響、労働生産性の低下といった問題が指摘されており、本年11月に過労死等

防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）が施行されるなど、長時間労働削減

対策の強化が喫緊の課題となっている。 

このため、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を図り、採

用・配置・育成等あらゆる側面において男女間の格差を是正するとともに、多様

な働き方や転勤の見直しを含む仕事と家庭が両立できる「働き方」を実現し、子

育てや介護に関する環境を改善することが必要である。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■第１子出産前後の女性の継続就業率を 55%に向上（2010 年 38%）

■男性の育児休業取得率を 13%に向上（2013 年 2.03%）

■週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を５%へ低減（2013 年 8.8%）

■年次有給休暇取得率を 70%に向上（2013 年 48.8%）

【主な施策】 

◎ (3)-(エ)-① 長時間労働の見直し、転勤の実態調査等（育児休業の取得促

進・所定外労働時間の削減・年次有給休暇の取得促進・企業
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の先進的取組の普及支援等の長時間労働を抑制するための総

合的な取組、勤務地や職務を限定した多様な正社員の普及、

転勤の実態調査を含む働き方の見直し） 

仕事と子育てを両立できるような働き方の見直しが重要となっている。育

児休業の取得促進、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進に加えて、

勤務地・職務等を限定した正社員制度の普及・拡大が課題になっている。 

そのため、「育児休業の取得促進（中小企業事業主に対する支援の拡充、

男性の育児休業取得の促進等）」を進めるほか、「日本再興戦略」改訂 

2014 に「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれたことを踏まえ、

年次有給休暇の取得促進策を含めた労働時間法制の見直しに取り組む。 

さらに、「長時間労働削減推進本部」（本部長：厚生労働大臣）による長

時間労働削減のための取組を推進することに加え、各都道府県労働局に「働

き方改革推進本部」を新たに設け、各都道府県の実情に即した長時間労働抑

制、年次有給休暇の取得促進の取組を推進する。 

具体的には、「所定外労働時間の削減」及び「年次有給休暇の取得促進」

等を推進するため、日本各地のリーディングカンパニーのトップに働きかけ

るとともに、こうした企業の先進的な取組事例を幅広く普及させるために、

ポ ータルサイトを立ち上げ、情報発信を強化し、また、働き方・休み方コン

サルタントによる各企業に対する支援等を展開していく。 

年次有給休暇については、完全取得を目指し、10月を「年次有給休暇取得

促進期間」として、集中的な広報を行うとともに、地域の行事と連携して年

次有給休暇の取得を促す「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境

整備事業」を実施し、さらに、「プラスワン休暇キャンペーン（三連休以上

が集中する秋を中心に、有給休暇を組み合わせて、４日以上の連休を実施す

る）」の提唱等も行う。 

こうした取組を通じて、長時間労働の抑制、年次有給休暇取得促進等の働

き方改革に向けた総合的な対策を進める。 

加えて、欧米では、勤務地や職務を限定した雇用が普及しており、本人の

意に反する転勤が行われにくいとの指摘もあり、そうしたことを参考としつ

つ、勤務地や職務を限定した正社員等の「多様な正社員」の制度の導入・普

及に必要となる導入支援や転勤の実態調査を進めていく。 

これらの取組によって、2020 年までに、第１子出産前後の女性の継続就

業率 55%（2010 年 38%）、男性の育児休業取得率 13%（2013 年 2.03%）、週労働

時間 60 時間以上の雇用者の割合５%（2013 年 8.8%）、年次有給休暇取得率 

70%（2013 年 48.8%）を実現していく。 
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