
保育所待機児童の現状

○ 待機児童数は、着実に減少してきてはいるが、未だ１万８千人が保育所入所を待っている現状。
○ 待機児童は、約７割が特定市町村（＝待機児童50人以上の74市区町村）に集中。また、低年齢児（0～2歳）が
全体の約７割を占めている。
○ 現在、３歳未満児に占める保育サービス利用者割合は20%であるが、仮に、母親の潜在的就業希望が
実現した場合には38％と、現在の2倍近くの定員が必要となる。

待機児童数と保育所定員の推移

2.5
2.6

2.4
2.3

2.0

1.8

196

199

203

205

208

211

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
185

190

195

200

205

210

215

（万人） （万人）（万人）

保育所定員
（右目盛）

待機児童数
（左目盛）

４千人
９千人

（待機児童全体の

約５割）

２千人３千人

【保育所入所待機児童 １万８千人の内訳】

３歳以上児

低年齢児
（0～2歳児）

特定市区町村（74か所） その他の市区町村
（294か所）

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約７割。

※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約７割。 6

【保育所待機児童数と保育所定員の推移】



放課後児童クラブ数及び登録児童数の推移

※各年５月１日現在（育成環境課調）
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○ 放課後児童クラブの利用児童数は、この１０年間で２倍以上に増加。待機児童数は、１万人以上。
○ １箇所で70人を超える児童を預かる大規模クラブが増加。質の確保を図るため、本年10月に「放課後クラブガ
イドライン」を策定したところ。
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このためには、

「就労」と「結婚・出産」が二者択一的になっている構造を変え、
・ 女性をはじめとする働く意欲を持つすべての人の労働市場参加を実現しつつ、

・ 国民の希望する結婚・出産・子育てを可能とする

少子化の流れを変えるために必要な対応

２つの取組を車の両輪として進めることが必要２つの取組を車の両輪として進めることが必要

「働き方の改革」による

仕事と生活の調和の実現

「働き方の改革」による「働き方の改革」による

仕事と生活の調和の実現仕事と生活の調和の実現

女性の労働市場参加を支え、
家庭における育児不安を解消する
保育サービス等子育て支援の

社会的基盤の充実

女性の労働市場参加を支え、女性の労働市場参加を支え、
家庭における育児不安を解消する家庭における育児不安を解消する
保育サービス等子育て支援の保育サービス等子育て支援の

社会的基盤の充実社会的基盤の充実
（←長時間労働による仕事と子育ての両立困難や、
男性の家事・育児分担の不足等の現状etc）

（←保育サービス等が利用できないことにより、就業を
希望しながら断念したり、希望する出産・子育てを
断念したりしている状況etc）

さらに、保育サービス等子育て支援の社会的基盤の充実のためには、
それを可能とするための一定規模の財政投入が必要。

その費用は、次世代の負担で賄うことのないよう、現時点で手当する必要。

さらに、保育サービス等子育て支援の社会的基盤のさらに、保育サービス等子育て支援の社会的基盤の充実充実のためには、のためには、
それを可能とするための一定規模の財政投入が必要。それを可能とするための一定規模の財政投入が必要。

その費用は、次世代の負担で賄うことのないよう、現時点で手当する必要。その費用は、次世代の負担で賄うことのないよう、現時点で手当する必要。
※少子化を克服したフランス・スウェーデン等においては、GDP比3%以上の財政投入有り（日本は0.75%）
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仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

緊 要 性

【仕事と生活の間で

問題を抱える人の増加】

○正社員以外の働き方の増加

→ 経済的に自立できない層

○長時間労働

→ 「心身の疲労」「家族の団ら
んを持てない層」

○働き方の選択肢の制約

→ 仕事と子育ての両立の難しさ

【少子化や労働力の確保が
社会全体の課題に】

○結婚や子育てに関する人々の

希望を実現しにくいものにし、急
速な少子化の要因に

○働き方の選択肢が限られていて、

多様な人材を活かすことができ
ない

実 現 し た 社 会 の 姿

①就労による経済的自立が可能な社会 《行動指針に掲げる目標（代表例）》

○就業率（②、③にも関連）
＜女性（25～44才）＞
現状 64.9％→ 2017年 69～72％
＜高齢者（60～64才）＞
現状 52.6％→ 2017年 60～61％
○フリーターの数
現状 187万人→ 2017年 144.7万人以下

《行動指針に掲げる目標（代表例）》

○就業率（②、③にも関連）
＜女性（25～44才）＞
現状 64.9％→ 2017年 69～72％
＜高齢者（60～64才）＞
現状 52.6％→ 2017年 60～61％
○フリーターの数
現状 187万人→ 2017年 144.7万人以下

経済的自立を必要とする者とりわけ若者が

いきいきと働くことができ、かつ、経済的に自
立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関
する希望の実現などに向けて、暮らしの経済
的基盤が確保できる。

②健康で豊かな生活のための時間が確保
できる社会 《行動指針に掲げる目標（代表例）》

○週労働時間60時間以上の雇用者の割合
現状 10.8％→ 2017年半減
○年次有給休暇取得率
現状 46.6% → 2017年完全取得

《行動指針に掲げる目標（代表例）》

○週労働時間60時間以上の雇用者の割合
現状 10.8％→ 2017年半減
○年次有給休暇取得率
現状 46.6% → 2017年完全取得

働く人々の健康が保持され、家族や友人な

どとの充実した時間や自己啓発や様々な地
域活動に参画のための時間などを持てる豊
かな生活ができる。

③多様な働き方・生き方が選択できる社会 《行動指針に掲げる目標（代表例）》

○第1子出産前後の女性の継続就業率
現状 38.0％→ 2017年 55%
○育児休業取得率
（女性）現状 72.3% → 2017年 80%
（男性）現状 0.50% → 2017年 10%
○男性の育児・家事時間（6歳未満児のいる家庭）

現状 60分／日→ 2017年 2.5時間／日

《行動指針に掲げる目標（代表例）》

○第1子出産前後の女性の継続就業率
現状 38.0％→ 2017年 55%
○育児休業取得率
（女性）現状 72.3% → 2017年 80%
（男性）現状 0.50% → 2017年 10%
○男性の育児・家事時間（6歳未満児のいる家庭）

現状 60分／日→ 2017年 2.5時間／日

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意

欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑
戦できる機会が提供されており、子育てや親
の介護が必要な時期など個人の置かれた状
況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、
公正な処遇が確保されている。

国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を
果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、個人の置かれた状況
に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会

○ 「憲章」（国民的な取組の大きな方向性を示すもの）及び「行動指針」 （企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地

方自治体の施策の方針）を年内に策定するため、作業部会において検討中。
〈作業部会において議論されている内容〉
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関 係 者 が 果 た す べ き 役 割

企業と働く者 国・地方自治体

《行動指針に掲げる具体的な取組》

（総論）

○ 経営トップのリーダーシップの発揮による職場風土改
革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等

○目標策定、計画的取組、チェックの仕組み、着実な実
行

○労使で働き方を見直し、業務の見直し等により、時間
当たり生産性を向上

（就労による経済的自立）

○人物本位による正当な評価に基づく採用の推進

○パート労働者の正規雇用への移行の促進

（健康で豊かな生活のための時間の確保）

○労働時間関連法令の遵守の徹底

○労使による長時間労働の抑制等のための労働時間
等の設定改善のための業務見直しや要員確保の推進

（多様な働き方の選択）

○短時間正社員制度、在宅就業等個人の置かれた状
況に応じた柔軟な働き方を支える制度整備と利用しや
すい職場風土づくりの推進

○女性や高齢者等への再就職・継続就業機会の提供

《行動指針に掲げる具体的な取組》

（総論）

○ 経営トップのリーダーシップの発揮による職場風土改
革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等

○目標策定、計画的取組、チェックの仕組み、着実な実
行

○労使で働き方を見直し、業務の見直し等により、時間
当たり生産性を向上

（就労による経済的自立）

○人物本位による正当な評価に基づく採用の推進

○パート労働者の正規雇用への移行の促進

（健康で豊かな生活のための時間の確保）

○労働時間関連法令の遵守の徹底

○労使による長時間労働の抑制等のための労働時間
等の設定改善のための業務見直しや要員確保の推進

（多様な働き方の選択）

○短時間正社員制度、在宅就業等個人の置かれた状
況に応じた柔軟な働き方を支える制度整備と利用しや
すい職場風土づくりの推進

○女性や高齢者等への再就職・継続就業機会の提供

《行動指針に掲げる具体的な取組》

（総論）

○ 実現に向けた枠組み作り

・ 国民運動の展開（政労使合意・地域の実情に応じた
展開）

・ 制度的枠組の構築（企業の次世代育成支援の取組
促進、働き方に中立的な税・社会保障制度の検討）

・ 取組企業への支援、社会的評価（企業情報の収集・
提供、中小企業への支援、顕彰制度等）

○ 法令遵守のための監督指導の強化

（就労による経済的自立）

○ 若年者等の経済的自立の支援

（健康で豊かな生活のための時間の確保）

○ 労使による長時間労働の抑制等のための労働時間
等の設定改善のための取組の支援

（多様な働き方の選択）

○ 保育サービスの充実等の多様な働き方に対応した
子育て支援の推進、地域レベルで育児・介護等を行う
家族を支える社会的基盤の形成

《行動指針に掲げる具体的な取組》

（総論）

○ 実現に向けた枠組み作り

・ 国民運動の展開（政労使合意・地域の実情に応じた
展開）

・ 制度的枠組の構築（企業の次世代育成支援の取組
促進、働き方に中立的な税・社会保障制度の検討）

・ 取組企業への支援、社会的評価（企業情報の収集・
提供、中小企業への支援、顕彰制度等）

○ 法令遵守のための監督指導の強化

（就労による経済的自立）

○ 若年者等の経済的自立の支援

（健康で豊かな生活のための時間の確保）

○ 労使による長時間労働の抑制等のための労働時間
等の設定改善のための取組の支援

（多様な働き方の選択）

○ 保育サービスの充実等の多様な働き方に対応した
子育て支援の推進、地域レベルで育児・介護等を行う
家族を支える社会的基盤の形成

個々の企業の実情に合った効果的な進め方を労使で
話し合い、自主的に取り組んでいくことが基本

社会全体の課題に関わることから、国と地方自治体も、
企業や働く者、国民の取組を積極的に支援するとともに、
多様な働き方に対応した子育て支援や介護などのため
の社会的基盤づくりを積極的に実施



11

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現と、
希望する結婚や出産・子育ての実現を支える社会的基盤の充実

○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進する取組が進められる中で、その実現を支え、また、希

望する結婚や出産・子育ての実現を支える社会的基盤となる、「親の就労と子どもの育成の両立」と「すべて
の家庭における子育て、すべての子どもの健やかな育成」を支援する給付・サービスの充実が課題

親の就労と子どもの育成の両立の支援親の就労と子どもの育成の両立の支援

すべての家庭における子育て、すべての子どもの健やかな育成の支援すべての家庭における子育て、すべての子どもの健やかな育成の支援

様々な働き方で働くことと、結婚や出産・子育てとが
二者択一にならないような保育サービス等子育て
支援のサービス基盤整備

【関係する制度】出産手当金、育児休業（給付）、保育
サービス、放課後児童クラブ

○就業希望者を育児休業と保育（あるいはその組合せ）で

切れ目なくカバーできる体制、仕組みの構築

○そのための制度の弾力化（短時間勤務を含めた育児期

の休業取得方法の弾力化、家庭的保育など保育サービ
スの提供手段の多様化

○保育所から放課後児童クラブへの切れ目のない移行

地域における人のつながりが希薄化する中で、すべての人に共通する営みである家庭における子育てを地域が支え、
子どもの育ちを保障する体制の構築

対個人給付・サービス
【関係する制度】出産育児一時金、児童手当、児童扶養
手当、特別児童扶養手当、幼稚園、一時預かり

基盤となる地域の取組

【関係する制度】妊婦健診、各種地域子育て支援、社会的
養護等児童福祉サービス、放課後子ども教室 など

○一時預かりをすべての子ども・子育て家庭に対するサー

ビスとして再構築（一定のサービス水準の普遍化）

○現金給付と現物給付や税制を通じた総合的な支援制度
に向けた児童手当制度の見直し

○望ましい受診回数の確保のための妊婦健診の支援の充

実

○各種地域子育て支援の面的な展開

○安全・安心な子どもの放課後の居場所の設置
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Ⅲ すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進
・望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実 ・全市町村で生後4か月までの全戸訪問が実施
・全小学校区に面的に地域子育て支援拠点が整備 ・全小学校区で放課後子ども教室が実施（「放課後子どもプラン」）

○働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援
・ 未就学児について月20時間（保育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成

Ⅱ すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス

○未就学児のいる就業希望の親を育児休業制度と保育制度で切れ目なく支援（特に3歳未満の時期）
・ 第1子出産前後の継続就業率の上昇（現在38%→55%）に対応した育児休業取得の増加
・ 0～3歳児の母の就業率の上昇（現在31%→56%）に対応した保育サービスの充実（3歳未満児のカバー率20%→38%など）
・ スウェーデン並みに女性の就業率（80%）、保育（3歳未満児）のカバー率（44%）が上昇、育児休業や保育の給付水準を充実した
場合も推計

○学齢期の子を持つ就業希望の親を放課後児童クラブで支援
・ 放課後児童クラブの利用率の上昇（現在小1～3年生の19.0% → 60%）

Ⅰ 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援

関連社会支出額（19年度推計） 約1兆3,100億円 追加的に必要となる社会的コスト ＋1兆800億円～2兆円

関連社会支出額（19年度推計） 約2兆5,700億円 追加的に必要となる社会的コスト ＋2,600億円

関連社会支出額（19年度推計） 約4,500億円 追加的に必要となる社会的コスト ＋1,800億円

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現と、希望する結婚や
出産・子育ての実現を支える給付・サービスの社会的なコストの推計

※ 「追加的に必要となる社会的コスト」は、現在の児童数、出生数をベースに、仮定した給付・サービス水準が実現した場合に要する費用を推計したもの。
※児童手当制度については別途機械的に試算。

児童・家族関連社会支出額（19年度推計）
約4兆3,300億円

推計追加所要額 Ⅰ 約1兆800億円～2兆円
Ⅱ 2,600億円 Ⅲ 1,800億円




