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２．現在の少子化対策施策の背景 
 
（１）1.57ショック～現在までの流れ 
日本政府では 1990（平成 2）年の「1.57 ショック」38を契機に、出生率の低下と子ど

もの数が減少傾向にあることを「問題」として認識し、仕事と子育ての両立支援など子ど

もを生み育てやすい環境づくりに向けての対策の検討を始めた。最初の具体的な計画が、

1994年、文部、厚生、労働、建設の 4大臣合意により策定された「今後の子育て支援の
ための施策の基本的方向について」（エンゼルプラン）に始まり、以降様々な検討会が設

けられ基本方針、事業計画が策定されてきた。現在は「子ども・子育て応援プラン」の推

進下である。 
尚、日本の少子化政策・プラン策定の流れは以下の図表 2-3-7の通りである。 
 

図表 2-3-7少子化対策の経緯 

1990(平成2）年

4大臣(文・厚・労・建）合意 3大臣（大・厚・自）合意

1994年（平成6）年12月

（995(平成7)年度～1999(平成11）年度）

少子化対策推進関係閣議会議決定

1999年（平成11）年12月

1999年（平成11）年12月

2001（平成13）年7月

2002（平成14）年9月

2003（平成15)年7月

2004(平成16）年6月

2004（平成16）年6月

2005（平成17）年4月

2006（平成18）年6月

2007(平成19)年12月

2007（平成19）年12月

2008（平成20)年2月

2008（平成20）年7月

2008（平成20）年11月

2009年（平成21）年6月

平13.7.6閣議決定

平15.9.1施行

平16.6.4閣議決定

6大臣(大・文・厚・労・建・自）合意
２000(平成１２）年度～04(平成16）年度）

(2005(平成17)年度～09(平成21）年度）

　　平18.6.20少子化社会対策会議決定

平19.12．27少子化社会対策会議決定

厚生労働省まとめ

平16.12.24少子化社会対策会議決定

＜1.57ショック＞＝少子化の傾向が注目を集める

エンゼルプラン 　　緊急保育対策等5か年事業

新エンゼルプラン

　　少子化対策推進基本方針

仕事と子育ての両立支援等の方針
（待機児童ゼロ作戦等）

　　少子化社会対策基本法

　　少子化社会対策大綱

子ども・子育て応援プラン

　　新しい少子化対策について

　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章
仕事と生活の調和推進のための行動指針

　　「子どもと家族を応援する日本」重点戦略

【車の両輪】

・仕事と生活の調和の推進
・包括的な次世代育成支援の枠組みの構築

　　　　「新待機児童ゼロ作戦」について

　　　５つの安心プラン　③未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会

　　　　社会ｊ保障国民会議最終報告

　　少子化対策プラスワン

　　次世代育成支援対策推進法

地方公共団体、

企業等における
行動計画の策定・実施

　　　ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム提言

（参考）

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議
　【分科会】
　　１　基本戦略分科会

　　２　働き方の改革分科会

　　3　地域・家族の再生分科会
　　4　点検・評価分科会

          

出所：「平成 21年度版少子化社会白書 」（内閣府）より作成 

                                                   
2．出生率が 1.57と「ひのえうま」という特殊要因により過去最低であった 1966年の合計特殊出生率 1.58を下回った
ことが判明したときの衝撃 
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（２）「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（「エンゼルプラン」（1994
年 12月～1999年） 
１）エンゼルプランの概要 
①策定の背景 
  日本政府では 1990（平成 2）年の「1.57ショック」を契機に、出生率の低下と子ど
もの数が減少傾向にあることを「問題」として認識し、仕事と子育ての両立支援など子

どもを生み育てやすい環境づくりに向けての対策の検討を始めた。1994年 12月、文部、
厚生、労働、建設の 4大臣合意により、今後 10年間に取り組むべき基本的方向と重点
施策を定めた「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンゼルプラ

ン）策定された。 
②プランの目的 
子育てを夫婦や家庭だけの問題ととらえるのではなく、国や地方公共団体をはじめ、 
企業・職場や地域社会も含めた社会全体で子育てを支援していくこと、政府内部にお

いて、今後概ね 10年間に取り組むべき基本的方向と重点施策を定め、その総合的・計
画的な推進を図ることを狙いとした。 

 
２）具体的な施策の内容 

 
エンゼルプランでは、次の 3点を基本的視点として掲げた。 
 
１．子どもを持ちたい人が、安心して子どもを生み育てることができるような環     

境を整備 
２．家庭における子育てが基本であるが、家庭における子育てを支えるため、あらゆる

社会の構成メンバーが協力していくシステム（子育て支援社会）を構築 
３．子育て支援施策は、子どもの利益が最大限尊重されるよう配慮 
 
 
この基本的視点に立って、次の 5つの基本的方向のもとに、重点施策が列挙された。 
 
基本的方向 

1）子育てと仕事の両立支援の推進 
2）家庭における子育て支援 
3）子育てのための住宅及び生活環境の整備 
4）ゆとりある教育の実現と健全育成の推進 
5）子育てコストの軽減、 
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重点施策 

①仕事と育児との両立のための雇用環境の整備 
②多様な保育サービスの充実 
③安心して子どもを生み育てることができる母子保健医療体制の充実 
④住居及び生活環境の整備 
⑤ゆとりある学校教育の推進と学校外活動・家庭教育の充実 
⑥子育てに伴う経済的負担の軽減 
⑦子育て支援のための基盤整備 

 
図表 2-3-8 エンゼルプランの基本的方向と施策について 
基本的方向 重点施策 

1）子育てと仕事の両立支援の推進 
 

・仕事と育児との両立のための雇用環境の整備 
・多様な保育サービスの充実 

2）家庭における子育て支援 
 

・安心して子どもを生み育てることができる母子

保健医療体制の充実 
3）子育てのための住宅及び生活環境の整備 ・住居及び生活環境の整備 
4）ゆとりある教育の実現と健全育成の推進 
 

・ゆとりある学校教育の推進と学校外活動・家庭

教育の充実 
・子育てに伴う経済的負担の軽減 
・子育て支援のための基盤整備 
 

 
エンゼルプラン策定後、次の「緊急保育対策等 5カ年計画」の項で述べる保育サービ

スの充実をはじめ、育児休業給付の実施（1995（平成７）年）、週 40 時間労働制の実
施（1997（平成９）年）、児童福祉法改正による保育所入所方法の見直し（1998（平成
10）年）等、エンゼルプランに掲げられた施策が実現された。    

 
  
３）緊急保育対策等 5カ年計画 
エンゼルプランの施策の具体化の一環として、保育ニーズの多様化に対応し、緊急に

保育対策を促進するため、大蔵、厚生、自治 3 大臣の合意により「緊急保育対策等 5
か年事業」が策定された。これは、1995年度から 1999年度までの５か年計画であり、
1999年度末の整備目標を定めて計画的に推進していくこととし、1999年度末までの 5
年間に、累計で約 6，000億円の事業費が追加的に投入されることとなった。 
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（３）新エンゼルプラン（2000年（平成 12年）～2004年（平成 16年）） 
１）新エンゼルプランの概要 
①策定の背景 
 1998（平成 10）年７月から、内閣総理大臣主宰の「少子化への対応を考える有識者
会議」が開催され、同年 12月に「夢ある家庭づくりや子育てができる社会を築くため
に」という提言がまとめられた。 
 この提言では、若い男女にとって、新たな家庭を築き、子どもを育てていく喜びや楽

しさを経験することを困難にするような社会経済的・心理的要因があり、このような制

約要因を取り除いていく環境整備が必要であるとし、子育てを社会全体で支援すべきと

した。 
 提言における具体的な指摘としては、以下の通りである。 
ア）働き方に関する事項 
男女の固定的な役割分業の是正、職場優先の企業風土の是正、仕事と育児の両立支

援の充実等 
イ）家庭・地域・教育のあり方などに関する事項 
家事や育児への男女共同参画の推進、子育てを社会全体で支援するという国民的

合意、男女共同参画や子育ての大切さについての広報啓発、多様なニーズに即した

保育サービスの整備、子育ての経済的負担を社会的に支援する税制や社会保障のあ

り方等 
 
 この有識者会議の提言を受けて、政府は、1999（平成 11）年５月から少子化対策推進関
係閣僚会議を開催し、また、同年６月には内閣総理大臣の主宰の下、各界関係者の参加に

より「少子化への対応を推進する国民会議」が初めて開催され、国民的な理解と広がりの

ある取組を進めていくこととされた。 
 少子化対策推進関係閣僚会議では、1999年 12月、「少子化対策推進基本方針」を決定し
た。 
 この基本方針では、少子化の原因とその背景として、晩婚化の進行等による未婚率の上

昇が原因である、その背景には、仕事と子育ての両立の負担感の増大や子育ての負担感の

増大等があるとした。また、少子化対策の趣旨は、仕事と子育ての両立の負担感や子育て

の負担感を緩和・除去し、安心して子育てができるような様々な環境整備を進め、家庭や

子育てに夢や希望を持つことができる社会にしようとすることであるとした。 
 少子化対策推進基本方針の具体的な施策は以下の通りである。 

〔1〕固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正 
〔2〕仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備 
〔3〕安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てるための家庭や地域の環境づ

くり 
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〔4〕利用者の多様な需要に対応した保育サービスの整備 
〔5〕子どもが夢を持ってのびのびと生活できる教育の推進 
〔6〕子育てを支援する住宅の普及など生活環境の整備の６つの項目に沿って、実施する 

 
 1999（平成 11）年 12月に、少子化対策推進基本方針に基づく重点施策の具体的実施計
画として、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」（大蔵、文部、厚

生、労働、建設、自治の６大臣合意。以下「新エンゼルプラン」という）が策定された。 
 
②プランの目的 
  新エンゼルプランは、従来のエンゼルプランと緊急保育対策等５か年事業を見直した

もので、2000（平成 12）年度を初年度として 2004（平成 16）年度までの計画となって
いる。最終年度である 2004年度に達成すべき目標値の項目には、これまでの保育サービ
ス関係ばかりでなく、雇用、母子保健、相談、教育等の事業も加えた実施計画となってい

る。 
 
２）具体的な施策の内容 
 新エンゼルプラン施策の内容は、下記の８つの分野ごとに具体的に列挙され、2004年に
達成すべき具体的な数値目標が設定された。 
2004年までの保育サービス分野の項目については、おおむね目標値を達成している。 
 
〔1〕保育サービス等子育て支援サービスの充実 
〔2〕仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備 
〔3〕働き方についての固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正、 
〔4〕母子保健医療体制の整備 
〔5〕地域で子どもを育てる教育環境の整備 
〔6〕子どもたちがのびのび育つ教育環境の実現 
〔7〕教育に伴う経済的負担の軽減 
〔8〕住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援 
 
 
３）新エンゼルプランへの評価（総務省） 

2004（平成 16）年７月、総務省は「少子化対策に関する政策評価」として、新エンゼルプ
ランを対象とした政策評価の結果を公表した。 
 新エンゼルプランの政策効果のうち、「仕事と子育ての両立にかかる負担感」については、

末子が６歳未満の児童のいる世帯の母の就業率が上昇し、出産・育児を理由とした離職者

数（女性）の割合は低下するなど、いまだ十分とはいえないものの、総じて緩和されてき
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ている。「子育てそのものの負担感」については、主に子育てに係る経済的な負担感が増大

しているために必ずしも緩和されているとはいえず、また、専業主婦は共働き家庭の妻に

比べて子育てそのものの負担感が大きいとしている。また、「出生数・合計特殊出生率」に

ついては、低下の一途であり、このような結果については、そもそも子どもを持つことに

対する個人の意識の変化を反映して理想の子ども数が減少したなど、政策が実施されたと

してもその効果の発現をさまたげる外部要因が影響を与えているものと考えられる、とし

ている。 
 また、20歳から39歳の男女6,000人に対して住民アンケートを行い、その結果に基づき、
新エンゼルプランに掲げられている各分野及び分野ごとの各施策に関し、相対的に特に充

実が望まれているものを指摘している。分野については、「教育に伴う経済的負担の軽減」

が最も多く、次いで「仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備」となっており、「教育

費以外の子育てに伴う経済的負担の軽減」という同プランに掲げられていない分野につい

てもその充実を望む者が多い結果となっている。 
 また、各分野の施策の中では、それぞれ「低年齢児保育」、「育児休業給付金額の充実」、

「仕事優先ではなく、仕事と家庭が両立できる職場環境」、「休日・夜間の小児救急医療」、

「幼稚園による子育て支援」、「『生きる力』を育成する学校教育」、「高校、大学進学の経済

的負担の軽減」、「安心して遊べる遊び場」が特に充実が望まれるという結果になっている。 
                        （2004（平成 16）年７月、総務省） 

 

（４）次世代育成支援対策推進法 
１）次世代育成支援対策推進法の概要 
①策定の背景 

2002（平成 14）年 9月に厚生労働省においてまとめられた「少子化対策プラスワン」

では、従来の取組が、仕事と子育ての両立支援の観点から、特に保育に関する施策を中

心としたものであったのに対し、子育てをする家庭の視点から見た場合、より全体とし

て均衡のとれた取組を着実に進めていくことが必要であり、さらに、「男性を含めた働

き方の見直し」、「地域における次世代支援」、「社会保障における次世代支援」、「子

どもの社会性の向上や自立の促進」という 4つの柱に沿って、社会全体が一体となって

総合的な取組を進めることとされた。 

 

②推進法の目的 

少子化対策プラスワンでの議論を踏まえ、家庭や地域の子育て力の低下に対応して、

次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援するため、2003（平成 15）年 3月、

少子化対策推進関係閣僚会議において、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」が

決定された。その後、2003年 7 月、この方針に基づき、地方自治体及び企業における 10
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年間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援対策推進法」が制定さ

れた。同法は、地方自治体及び事業主が、次世代育成支援のための取組を促進するため

に、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたものであった 2。 

 

２）具体的な施策の内容 

一般事業主の行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出については、301 人以上の

労働者を雇用する事業主は義務づけ、300人以下は努力義務とされた。地方自治体及び事業

主の行動計画策定に関する規定は、2005（平成 17）年 4月から施行されている。 

また、次世代育成支援対策推進法に基づき、 

企業が行動計画に定めた目標を達成したこと 

などの一定の基準を満たした場合に認定され、 

認定マーク（右図 参照）を使用 

することができる仕組みが 2007（平成 19）年 

4 月から開始された。 

 

 

 

３．少子化対策の現況 

 

（１）少子化社会対策大綱 

１）少子化対策大綱の概要 

①策定の背景 

2003 年 7 月、議員立法により、「少子化社会対策基本法」が制定され、同年 9月から

施行された。そしてこの法律に基づき、内閣府に特別の機関として、内閣総理大臣を会

長とし、全閣僚によって構成される少子化社会対策会議が設置された。また、同法は、

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

の施策の大綱の策定を政府に義務づけており、それを受けて、2004 年 6月、「少子化社

会対策大綱」が少子化社会対策会議を経て、閣議決定された。 

②大綱の目的 

大綱では、少子化の急速な進行は社会・経済の持続可能性を揺るがす危機的なもの

と真摯に受け止め、子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感

じることのできる社会への転換を喫緊の課題とし、少子化の流れを変えるための施策

に集中的に取り組むこととしている。 

認定マーク くるみん 

 


