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基礎年金国庫負担割合 

2分の1の実現

社会保障国民会議昀終報告に
基づく機能強化の課題

社会保障の機能強化の工程表に係る着手状況
「社会保障国民会議中間報告」及び「同昀終報告」に描
かれた姿を基に作成
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基礎年金の昀低保障
機能強化

社会の構造変化に対す
る対応

（医 療）

急性期医療の機能強
化

医師等人材確保対策

（介 護）

介護従事者の確保と処
遇改善

居住系サービス拡充と
在宅介護の強化

・ 救急・産科等の体制強化
・ 養成数、臨床研修、役割分担の見直し等の制度的対応による人材確保
など

レセプトの段階的なオンライン 請求への切替え

臨床研修の見直し・医師と看護師等との役割分担の推進（制度的対応）

医師養成数の増加

連携
体系的見直し

診療報酬改定 診療報酬改定

介護報酬改定介護報酬改定

・ 低年金・無年金者対策の推進

（保険料免除制度の見直し、受給資格期間の見直し、厚生年金適用拡大、保険料追納の弾力化）
・ 在職老齢年金制度の見直し等（→ 高齢者の就労に配慮した検討・実施）
・ 育児期間中の保険料免除（→ 他の少子化対策と歩調をあわせて検討・実施） など

（新）都道府県医療計画（2013～17の5か年）
救急を含む急性期医療の新たな指針の作成

（従事医師数の増加）

第4期介護計画（ 2009～11の3か年） 第5期介護計画（ 2012～14の3か年）

基本方針の策定

・ 専門性等のキャリアアップ、夜勤・看護体制の充実等の評価を通じた介護従
事者の処遇改善と確保 など

・ 急性期の機能分化推進
・ 地域包括ケアの推進と在宅医療の強化・充実 な

ど

・ 医療との連携強化
・ グループホーム等居住系サービスの拡充
・ 24時間対応の強化等在宅介護の強化・充実 など

介護事業所の雇用管理の改善、介護従事者の定着支援、潜在的有資格者の再就職支援等
＋3%改定  

○ 居住系サービスの拡充、 24時間対応、小規模多機能サービス

充実による在宅サービスの整備・機能強化
○ 重度化対応、看取り機能、個室化・ユニット化等の施設機能の

強化 

2015年の姿

○ 安心して出産できる体制

○ 救急患者の受入れ、早期回復

○ 社会復帰できる体制の構築  

2015年の姿

（現行）都道府県医療計画（2008～12の5か年）

診療報酬改定

介護報酬改定

レセプトオンライン化の完全実施

「生活対策」、「  5つの安心プラン」に基づく
サービス基盤整備（  2008～10）

新制度へのステップとなる制度改正 
社会保障カード（仮称）の実現に向けた環境整備
（実証実験の実施等）

新たな制度体系の制度設計の検討

「安心子ども基金」の設置
仕事と子育ての両立を
支えるサービスの質と
量の確保

すべての家庭に対する
子育て支援の強化

子育て支援サービスを一
元的に提供する新たな制
度体系の構築

○ すべての子ども・子育て家庭に必要な給付・サービスを保障

・ 休業中  ― 所得保障（出産前後の継続就業率 55%）

・ 働きに出る場合 ― 保育サービス（ 3歳未満児保育利用率 38～44%） 〈フランス、スウェーデン並み〉

→ 両給付は統合又は選択・併用可能に（シームレス化）

・ 働いていない場合 ― 月 20時間程度の一時預かりの利用を支援

・ 学齢児 ―放課後児童クラブ（低学年利用率  60%）

→ 「小１の壁」の解消

新制度体系
スタート新たな制度体系の創設をにらんだ

サービス基盤緊急整備
新たな制度体系の下での給

付・サービスの整備

法制化

・ 「安心こども基金」による保育サービスの集中重点整備
・ 放課後児童クラブの緊急整備
・ 妊婦健診公費負担の拡充 など

・ 保育所整備に加え、保育サー ビス提供手段の多様化（家

庭的保育、小規模保育等）、供給拡大
・ 一時預かりの利用助成と普及
・ 訪問支援事業や地域子育て支援拠点の基盤整備

など

・ 児童福祉法、次世代法の改正

・ 育児・介護休業法の見直し

2015年の姿「安心子ども基金」の設置

社会保障番号・カード
の導入 → 2011年度中を目途とした導入

（注）中期プログラムにおいて示された「工程表」のうち、青文字の項目については、関連
法案の提出、予算事業による対応など、具体化に向けた取組に着手しているところ。
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社会保障給付費の推移
（１人当たり）  

1970 1980 1990 2000 2009(予算ﾍﾞｰｽ)

国民所得額（兆円）Ａ 61.0 203.2 348.3 371.6 367.7

給付費総額（兆円）Ｂ 3.5(100.0%) 24.8(100.0%) 47.2(100.0%) 78.1(100.0%) 98.7(100.0%)

（内訳）　年金 0.9( 24.3%) 10.5( 42.2%) 24.0( 50.9%) 41.2( 52.7%) 51.5( 52.2%)

　　　　　医療 2.1( 58.9%) 10.7( 43.3%) 18.4( 38.9%) 26.0( 33.3%) 31.0( 31.4%)

　　　　　福祉その他 0.6( 16.8%) 3.6( 14.5%) 4.8( 10.2%) 10.9( 14.0%) 16.2( 16.4%)

Ｂ／Ａ 5.77% 12.19% 13.56% 21.02% 26.84%

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成  18年度社会保障給付費」、  2009年度（予算ベース）は厚生労働省推計
（注1）図中の数値は、  1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2006並びに2009年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。
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【負担】

保険料 56.2兆円（64%） 税  31.1兆円（36%）

積
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運
用
収
入
等

うち被保険者拠出  

29.2兆円（33%）
うち事業主拠出  

27.0兆円（31%）
うち国  

21.9兆円（25%）
うち地方  

9.2兆円
（11%）

社会保障給付費 平成18年度（実績） 89.1兆円 （対国民所得比 23.9%）

社会保障の給付と負担の現状

【給付】


3.7%》

うち介護6.1兆円（7%）
1.6%》

国（一般会計）
社会保障関係費等

※平成20年度予算 社会保障関係費 21.8兆円
（一般歳出の46%を占める）

各制度における
保険料負担

都道府県
市町村

（一般財源）

※社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある
３



   

       

社会保障給付の部門別の国際的な比較（対国民所得比）

○ 我が国の社会保障給付の規模を部門別に比較すると、

・ 年金  ― 米英を上回るが、他の欧州諸国をやや下回る規模
・ 医療  ― 米英とほぼ同規模、他の欧州諸国をやや下回る規模
・ その他の給付  ― 米国を上回るが、欧州諸国をかなり下回る規模 となっている 

45% 


40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

12.91% 
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8.85% 8.96% 

10.35% 10.79% 

9.52% 
10.70% 

10.95% 
12.02% 

18.30% 

4.66% 

2.99% 

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

福祉その他

医療

年金

《1.63%》

《うち介護》

《0.01%》

《0.78%》

《0.27%》
《0.12%》

《3.42%》
26.2%  

20.2%  

28.3%  

37.6%  

40.6%  41.9%

《高 齢 化 率（2006年）》 《20.8%》 《12.4%》 《16.0%》 《19.7%》 《16.4%》 《17.3%》

《国民負担率》 《38.9%》 《34.7%》 《52.0%》 《52.0%》 《62.4%》 《66.2%》

（注）  OECD：”Social  Expenditure Database”等に基づき、厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室で算出したもの。いずれも  2005年。
 

OECD社会支出基準に基づく社会支出データを用いているため、社会保障給付費よりも広い範囲の費用（公的住宅費用、施設整備費等）も計上されている。 


高齢化率は OECD: “OECD in figures 2008” 、国民負担率は財務省調べによる（日本は 2009年度見通し。諸外国は 2006年実績。）
 ４



社会保障審議会少子化対策特別部会 第１次報告 


－次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて－（平成21年2月24日） 【概要・ポイント版】

○ 本部会は、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計のため、昨年３月に検討開始、５月に「基本的考え方」をとりまとめ。  
○ 今後の新たな制度体系の詳細設計に向け、保育を中心に議論の中間的なとりまとめを行うもの。

１１ これからの保育制度のあり方についてこれからの保育制度のあり方について 

○ 保育をとりまく近年の社会環境の変化 （検討の背景）
・ 保育需要の飛躍的増大、ニーズの深化・多様化（働き方の多様化、親支援やすべての子育て家庭への支援の必要性）
・ 人口減少地域における地域の保育機能の維持
・ 急速な少子高齢化に伴う役割の深化（女性が｢就労｣を断念せずに｢結婚･出産･子育て｣ができる社会の実現を通じ、社会経済・
社会保障制度全体の持続可能性を確保するという緊急的･国家的課題に関わる役割） 等 

◆◆ 現行の保育制度の課題現行の保育制度の課題 

○○ スピード感あるサービス量の抜本的拡充が困難スピード感あるサービス量の抜本的拡充が困難
ⅰⅰ)) 利用保障の弱さ利用保障の弱さ
現行制度は、市町村に「保育の実施義務」を課し、市町村の義務
履行を通じ、保護者に保育所が利用される仕組み。
ただし、「保育の実施義務」には「例外」が有り、保育所が足りなけれ
ば、「その他適切な保護」(認可外のあっせん)でも可。

ⅱⅱ)) 認可の裁量性による新規参入抑制認可の裁量性による新規参入抑制
保育所の認可権者である都道府県に広い裁量有り。待機児童がいる
市町村で客観的基準を満たしても、必ずしも認可されず。 

ⅲⅲ)) 保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施に伴う需要保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施に伴う需要
の潜在化（窓口等での潜在化）の潜在化（窓口等での潜在化） 

○○ 深化・多様化したニーズへの対応が困難深化・多様化したニーズへの対応が困難
ⅰⅰ)) 保育の必要性の判断基準のあり方保育の必要性の判断基準のあり方
｢保育に欠ける｣か否かの判断基準が条例に委ねられており、保育所
が足りないと、財政状況との兼合い等で基準を厳格に。

ⅱⅱ)) 保育の必要性の判断基準の内容保育の必要性の判断基準の内容
夜間や短時間、求職者だと認められにくい、同居親族がいると認めら
れない等。  

○○ 認可保育所の質の向上認可保育所の質の向上

職員配置、 保育士の養成・研修・処遇等 

◆◆ 新たな保育の仕組み新たな保育の仕組み ※その実現には財源確保が不可欠 

① 市町村が、保育の必要性・量、優先的利用確保（母子家庭、
虐待等）の要否を認定。 
※ 受入先保育所の決定とは独立して実施（需要の明確化）。認定証明書の交
付、認定者の登録管理、待機児童の情報開示を行う。  

※ 保育対象範囲、優先的利用確保の基本的事項は、国が基準を設定。  

※ パートタイム、早朝・夜間の就労、求職者、同居親族がいる場合も必要性
を認定。専業主婦家庭にも一定量の一時預かりを保障。 

②② 例外ない保育保障例外ない保育保障 ：： 認定を受けた子どもには、公的保育を認定を受けた子どもには、公的保育を
受けることができる地位を付与。受けることができる地位を付与。  

③③ 市町村の実施責務の明示市町村の実施責務の明示（（例外ない公的保育の保障責務、質の確保
された提供体制確保責務、利用支援責務、保育費用の支払義務）  

④④ 利用者が保育所と公的保育契約を締結利用者が保育所と公的保育契約を締結。。  

※ 保育所には、応諾義務（正当理由なく拒んではならない）と、優先受入
義務（母子家庭、虐待等の優先受入決定）。  

⑤⑤ 参入は昀低基準により客観的に判断参入は昀低基準により客観的に判断。。指定制指定制を基本としつつ、を基本としつつ、
検討。検討。  

⑥⑥ 所得に関らず一定の質の保育を保障するため公定価格所得に関らず一定の質の保育を保障するため公定価格。。
必要量に応じた月額単価設定必要量に応じた月額単価設定を基本。を基本。 

○○ 認可保育所の質の向上認可保育所の質の向上 ：： 財源確保とともに詳細検討財源確保とともに詳細検討
･ 保育指針に基づく保育のため、職員配置､保育士の処遇､専門性確保等、施
設長や保育士の研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等
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１１ これからの保育制度のあり方について（続き）これからの保育制度のあり方について（続き） 

◆◆ 現行の保育制度の課題（続き現行の保育制度の課題（続き））  

○ 認可外保育施設の質の向上
約23万人にのぼる子どもが利用。利用者の６割は、認可保育所
と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用。
すべての子どもに健やかな育ちを支える環境を保障する必要。 

○ 人口減少地域における保育機能の維持・向上
現行は「小規模保育所」でも、定員20人以上が必要。一方、

地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。 

◆◆ 新たな保育の仕組み（続き）新たな保育の仕組み（続き）  

○○ 認可外保育施設の質の引上げ認可外保育施設の質の引上げ
・ 最低基準への到達に向け、一定水準以上の施設に対して
一定期間の経過的財政支援
・ 小規模サービス類型の創設 

○○ 地域の保育機能の維持・向上地域の保育機能の維持・向上
・ 小規模サービス類型の創設
・ 多機能型の支援 等  

◆◆ 現行制度の課題現行制度の課題 

○ 制度上の位置づけが、市町村の努力義務にとどまっており、利用
保障が弱い。質の確保はガイドライン等で対応している。 

○ 財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と運営
費用の実態の乖離が指摘。従事者の処遇も厳しい状況。

２２ 放課後児童クラブについて放課後児童クラブについて 

◆◆ 新たな制度体系における方向性新たな制度体系における方向性 
○ 質を確保しつつ量的拡充を図ることが重要。 

○ 基準の必要性やあり方等、制度上の位置づけ(実施責任、
利用･給付方式等)、財源面の強化について、さらに検討が必要。 

◆◆ 現行制度の課題現行制度の課題 

○ 各種の子育て支援事業は、市町村の努力義務にとどまっており、
実施状況に大きな地域格差。  

○ とりわけ、一時預かりについては、保育との公費投入の公平性の
観点からも、一定の利用保障が求められる。 

◆◆ 新たな制度体系における方向性新たな制度体系における方向性 

○ すべての子育て家庭に対する支援の強化が必要。 

○ 一時預かりの保障強化に向け、制度上の位置づけ・財源面の強化
について、さらに検討が必要。 

○ 各種事業の制度上の位置づけ、財源のあり方等さらに検討｡

３３ すべての子育て家庭に対する支援についてすべての子育て家庭に対する支援について 

○○ 職員の雇用形態や経験年数等を含め､サービスの質に関する一定の情報につき､公的主体による情報公表制度の具体化を検討。 

○ 少子化対策は社会経済や社会保障の持続可能性の根幹にかかわるもの。新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠であり、社会全
体で重層的に支え合う仕組みが必要。新たな制度体系の全体像を検討する中で、以下の点について、引き続き検討。
・ 地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み、また、公立保育所一般財源化の影響を踏まえた議論
・ 事業主負担については、働き方と関連の深いサービスなど受益と負担の連動、働き方の見直しを促進するような仕組み 等等

４４ 情報公表・評価の仕組みについて情報公表・評価の仕組みについて

５５ 財源・費用負担について財源・費用負担について 

○ 今後、本報告を踏まえ、｢包括性･体系性｣｢普遍性｣｢連続性｣を備えた新たな制度体系の具体化に向け、税制改革の動向も踏まえながら、
検討を続けていく。 ６



安心こども基金の概要 


（平成２０年度第２次補正予算） 

１００，０００百万円 


（厚労省95,867百万円、文科省4,133百万円） 


＜趣旨＞

都道府県に基金を造成し、「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等、認定こども園等の新たな保育需要への
対応及び保育の質の向上のための研修などを実施し、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行う。

＜事業概要＞

国から交付された交付金を財源に、各都道府県において基金を造成し、平成２０年度～平成２２年度ま

での間、次の事業を実施する。

１ 保育所等整備事業

（１）保育所等緊急整備事業 ※①～③は社会福祉法人等が対象。

①保育所の施設整備費の補助。

②待機児童が多く、財政力が乏しい市町村における保育所の新設等について、追加的財政措置。

③賃貸物件による保育所本園・分園の設置を促進し保育所の受け入れ枠を緊急に確保するため、賃借料、改修費等の補助。

④子育て支援のための拠点施設の施設整備費の補助。

（２）放課後児童クラブ設置促進事業

小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を放課後児童クラブとして使用するために必

要な建物の改修、倉庫設備の設置を行うための経費の補助。

（３）認定こども園整備等事業

幼保連携型、幼稚園型、保育所型の施設整備、幼稚園型、保育所型の事業費の補助。※学校法人及び社会福祉法人等が対象。

２ 家庭的保育改修等事業

家庭的保育（保育ママ）事業を推進するため、その実施場所に係る改修費の補助及び家庭的保育者の研修を実施する

ための費用の補助。

３ 保育の質の向上のための研修事業等

保育の質の向上のため、保育所等の保育士（現在、保育所等に勤務していない保育士を含む。）を対象に実施する研

修費用及びアクションプログラム実践のための事業費の補助。 ７



地域医療再生事業（２１年度補正予算案） 


・都道府県は２次医療圏（人口 30万人程度）を選定して地域医療再生計画を策定。

都道府県は５年間程度の基金を設置し、医師確保や地域の診療機能強化に取組み、国は財政支援。

診療所救命救急センター 後方支援病院 リハビリ強化病院  

2次医療圏（30万人規模） 1次医療圏（市町村程度） 日常生活圏広域圏

継続的に
健康管理救急車

により入院

紹介 紹介紹介

集中治療室・医療機器等の整備 後方病床の整備

退院支援の体制強化医療従事者研修 医療従事者研修

リハビリ室の拡充整備

医 師 確 保 の 例

大学病院

都
道
府
県

☆医学部地域枠や卒業後の都道府
県就職予定者への奨学金

☆奨学金等を使い、
都道府県の人事に属する医師を増加

☆医師派遣を行う公的病院や
民間病院に財政支援

＜事業例＞

○医療機能の強化
・地域医療ネットワークを構築
・新生児集中治療室やＩＴ基盤等
施設・設備の整備

・診療所医師による病院外来・救
急への協力を支援

○医師等の業務負担の軽減
・医師事務作業補助者の設置等

○医師・看護師等の養成力強化

○医師不足地域への医師派遣

地 域 の 診 療 機 能 強 化 の 例
医師不足の医療機関

【文部科学省、総務省と連携】

循環
キャリアパス形成

中核病院
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チーム医療・役割分担の推進

医師（病院  17万人、診療所10万人）の５倍の看護職（看護師90万人、准看護師40万人）等を活かし、チーム
医療・医療従事者間の役割分担を進めるため、医療従事者間の信頼関係を醸成する
とともに、

○看護師等の専門職のスキルアップ

○どのような行為が役割分担可能か具体的に明示
これまで、救急医療において看護師等による診療の優先順位付け等を例示


また、助産師が正常分娩を扱うための助産師外来等を設置促進している


といったことが必要。

このため、

①看護基礎教育の見直し（医療の高度化や少子高齢化を踏まえ、教育内容の検討）

②新人看護研修の具体化・体系化

（医療機関毎に異なる新人研修についてｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成）

③現行法の下でも役割分担できる行為のさらなる明示

を行うこととしている。
９



介護拠点等の緊急整備

（１）目的

地域の介護ニーズに対応するため、地域密着型サービスの整備に係る既存交付金（市町村交付金）の拡充、施設整備に
係る都道府県による補助金に対する地方財政措置の拡充等を通じて、特養・老健・グループホーム・小規模多機能事業所
など介護拠点等を緊急に整備する。

（２）助成対象となる介護拠点

①市町村交付金の拡充により対応する介護拠点
小規模（定員29人以下）特別養護老人ホーム、小規模老人保健施設、小規模ケアハウス、認知症高齢者グループホー

ム、小規模多機能型居宅介護事業所

②都道府県補助に対する地方財政措置の拡充により対応する介護拠点
大規模（定員30人以上）特別養護老人ホーム、大規模老人保健施設、大規模ケアハウス

（３）助成のスキーム（特別養護老人ホームの場合） 

※ 大都市部等における用地確保を後押しするため、定期借地権の一時金に対して助成する。

（４）事業規模 合計約3,011億円（３年分）

市町村交付金

１床当たり
200万円

１床当たり
225万円

100％
地財措置

【現行】

＝補正予算対応

＝地財措置対応
（各都道府県の
実事業費に応
じた措置）

100％
地財措置

都道府県補助分

【改正案】

開設等経費

単価 UP

【改正案】

【現行】 開設等経費 

※ （独）福祉医療機構の融資の拡充（融資率の拡大（  90％）、当初５年間の利率引き下げ（財投▲0．5％））についても検討。  

150万円  

60万円
（上限） 

* 
* 

*：「特別の地方債」の起債対象となり、その元
利償還金が  100％普通交付税で手当てされる。
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介護職員処遇改善交付金（仮称）

（１）目的

21年度介護報酬改定（＋３％）によって介護職員の処遇改善を図ったところであるが、他の業種との賃金格差をさらに縮
め、介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を
行うことにより、介護職員の処遇改善を更に進めていくこととする。

（２）補助の概要

介護職員のさらなる処遇の向上のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金（仮称）を介護報酬
とは別に交付する。

交付は、各サービス毎の介護職員人件費比率に応じた交付率による。（介護職員のないサービスは助成対象としない）

（３）交付方法  

① 都道府県が基金を設置して実施する。  

② 財源 ：国費10/10  

③ 交付対象：以下の要件を全て満たす事業者
（ア）各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付見込額を上回る賃金改善を行うことを含む処遇改善

計画を職員に周知の上提出すること。
（イ）22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加えることとし、この要件を満たさない事業所については、

交付率を減額する。  

④ 助成額 ：介護報酬総額×介護職員人件費比率を勘案してサービス毎に定める率
※介護報酬総額には、利用者負担を含み、補足給付を含まない。

（４）事業規模 合計約3,975億円 〈介護職員（常勤換算）１人当たり月額1.5万円の賃金引上げに相当する額〉
※21年度は地方における準備等を勘案し、21年10月サービス分からの実施を予定し、2.5年分を予算計上
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地域相談体制の強化

（１）目的

高齢者等が住み慣れた地域で生活できるよう、地域相談体制の強化を図る。

（２）事業内容等

地域包括支援センター等に、相談支援専門職のバックアップ（利用者に関する情報整理や、地域の医療機関・介護サー
ビス事業所との連携・協働に必要となる事務など）を行う職員や認知症の連携担当者等を雇用する事業を実施する。
（介護分野を緊急雇用創出事業の重点的な取組を行う分野として位置付け、積極的に実施）

現任・新規介護職員等の研修支援・養成

（１）目的

介護職員等の確保と資質向上を図る観点から、介護分野の経験のない離職者等が介護分野で活躍できるよう訓練を実
施するとともに、現に介護職員等として働く者の資質向上と代替雇用等を通じた更なる雇用創出を図る。

（２）事業内容  

① 現に介護職員等として働く者を外部研修等に派遣する場合に必要な代替職員を雇用する事業を実施する。
（介護分野を緊急雇用創出事業の重点的な取組を行う分野として位置付け、積極的に実施）  

② 雇用保険の受給資格のない離職者等に対して、社会福祉施設等の現場において職業訓練を実施する。
（緊急人材育成・就職支援基金事業として実施）
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労働力人口の見通し


○ 若者、女性、高齢者など全ての人が意欲と能力に応じて働くことのできる環境を整えることによって、
総人口の減少率よりも労働力人口の減少率を一定程度抑えることが可能。

労働力人口

／総人口
52.1％ 50.0％ 52.7％ 48.5％ 53.6％

総人口 (12,776万人) (12,446万人) 約2.6％減 (12,446万人) 約2.6％減 (11,522万人) 約9.8％減 (11,522万人) 約9.8％減

労働力人口 (6,657万人) （6,217万人）

1,077  1,163  

4,055  

4,219  

1,085  

1,173  高齢者への就業支援

→約９０万人増

約440万人減

約6.6％減

各種対策により

(6,556万人） 約1.5％減 （5,584万人）約16％減
各種対策により

（6,180万人） 約7％減  

約３４０万人増 約100万人減 約1，070万人減 約６００万人増 約480万人減

60歳
以上

1,329  

4,362  

967  

仕事と家庭の両立支援

（女性への就業支援）
仕事と家庭の両立支援　（女

性への就業支援）
30歳～ →約１６０万人増

（うち女性１２０万人増）59歳
→約２７０万人増

（うち女性２２０万人増）

15歳～
若者への就業支援 若者への就業支援29歳
→約９０万人増 →約９０万人増928  1,019  

3,619  

3,887  

1,037  
1,274

高齢者への就業支援

→約２４０万人増

労働市場への参加 労働市場への参加 労働市場への参加 労働市場への参加

が進まないケース が進むケース が進まないケース が進むケース

2006年 2030年
（資料出所）総人口については、2006年は総務省統計局「人口推計」、2017年、2030年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2006年12月推計）による。

2017年

　　　　　　　 労働力人口については、2006年は総務省統計局「労働力調査」、2017年、2030年はＪＩＬＰＴ「2007年度需給推計研究会」における推計結果。

　　　（注）１　「労働市場への参加が進むケース」とは、各種施策を講じることにより、より多くの者が働くことが可能となったと仮定したケース

　　（注）２　2017年、2030年における総人口及び労働力人口の推計横の割合については、2006年における総人口又は労働力人口と比較したもの。
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若者・女性・高齢者・障害者の就業実現

人材への投資

働き方の改革等

○ 若者
・ 年長フリーター等の正規雇用化支援の強化（応募機会拡大に向けた企業の取組み強化のための指針改正を含む。）
・ 新規学校卒業予定者、学卒未就職者、内定取消しを受けた者等に係る全国ネットの拠点の整備等による就職支援の強化及び働く人のため
のルールに関する教育の実施

・ ニート、高校中退者等の職業的自立支援のネットワーク強化等に向けた地域若者サポートステーション事業の充実

若者・女性・高齢者・障害者の就業実現若者・女性・高齢者・障害者の就業実現

人材への投資人材への投資

働き方の改革等働き方の改革等

安心活力の実現に向けた雇用対策の推進（景気回復期を見据えた中期的な雇用対策）
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雇 用 創 出

非正規労働者への総合的対策

○ 女性
・ 育児・介護休業法改正を踏まえた仕事と育児の両立支援対策の拡充
・ 育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いに係る相談体制、企業指導の強化
・ 保育サービス、地域子育て支援の充実
・ 改正次世代法の円滑な施行（中小企業事業主支援の実施等）
・ マザーズハローワーク事業の拡充（事業拠点の拡充、地域の子育て支援施設等とのネットワーク強化）

○ 高齢者
・ 65歳までの高年齢者雇用確保措置の着実な実施
・ 希望すればいくつになっても働ける高齢者雇用の促進
・ 団塊の世代が活躍できる環境の整備（起業、社会貢献活動等に係る支援の充実）
・ 高齢者の多様な働き方に対する支援の充実

○ 障害者
・ 雇用・福祉・教育等の連携による地域の就労支援力の強化
・ 改正障害者雇用促進法の着実な施行
・ 障害者の雇用の維持・安定のための企業に対する指導援助、意識啓発の強化
・ 障害者に対する職業能力開発支援の強化
・ 職場における合理的配慮等、障害者権利条約に対応するための障害者雇用促進法制の整備

雇雇 用用 創創 出出

非正規労働者への総合的対策非正規労働者への総合的対策
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