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第１章

新成長戦略－「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」の実現

（｢強い経済｣の実現）
第四の｢観光立国･地域活性化戦略｣のうち、観光は、文化遺産や自然環境を活かし
て振興することにより、地域活性化の切り札になる。既に、中国からの観光客の拡大
に向け、ビザの発行条件の大幅緩和が開始されている。
農山漁村が生産、加工、流通までを一体的に担い、付加価値を創造することができ
れば、そこに雇用が生まれ、子どもを産み育てる健全な地域社会が育まれる。農林水
産業を地域の中核産業として発展させることにより、食料自給率の向上も期待される。
特に、低炭素社会で新たな役割も期待される林業は、戦後植林された樹木が生長して
おり、路網整備等の支援により林業再生を期待できる好機にある。戸別所得補償制度
の導入を始めとする農林水産行政は、こうした観点に立って進める。
さらに、地域の活性化に向け、真に必要な社会資本整備については、民間の知恵と
資金を活用して戦略的に進めるとともに、意欲あふれる中小企業を応援する。

第２章

新たな成長戦略の基本方針
－経済・財政・社会保障の一体的建て直し－

「新成長戦略」のマクロ経済目標
国民の満足度や幸福度には、所得などの経済的要素だけではなく家族や社会との関
わり合いなどの要素も大きな影響を持つ。「新しい公共」の考え方の下、全ての国民
に「居場所」と「出番」が確保され、市民や企業、NPO など様々な主体が「公（おお
やけ）」に参画する社会を再構築することは重要な課題である。政府は、マクロ経済
目標の実現に向け全力を尽くすとともに、官では行うことが困難な、国民の多様なニ
ーズにきめ細かく応えるサービスを無駄のない形で市民、企業、NPO 等が提供できる
社会の構築に向け、国民各層による取組を支える。

政策の優先順位の判断基準
「新成長戦略」に掲げる諸目標を達成するためには、予算編成において政策に優先
順位を付け、限られた財源を最も効果的に使う必要がある。需要・雇用の創出効果の
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大きさなど、以下に示す基準に沿って政策・事業の評価を行い、重点的な資源配分を
行う。
(ⅰ)需要・雇用創出基準
需要、雇用の創出効果を評価し、その効果の高い政策・事業を最優先する。その
際、例えば、現金給付より現物・サービス給付（利用券等の活用を含め）を優先し、
国民が必要とするサービスが確実に提供されるようにするとともに、雇用が拡大す
る点を重視する。
また、海外需要を発掘し、対外競争力を高める効果の高い政策・事業を重視する
とともに、グローバル化に対応し得る規制・制度の改革やハブ空港、ハブ港湾等へ
の重点化した投資を進める。
(ⅱ)「選択と集中」基準
国民目線で政策や事業の必要性を総点検し、「選択と集中」の観点から、真に必
要性の高い分野への重点化、各分野における政策・事業の重点化、類似事業の重複
排除（省庁をまたがるものも含め）などを推進する。
その際、以下の点に留意する。
（国民参加基準）
行政が独占してきた「公」を企業、NPO 等に開き、国民が積極的に公に参画する
ことを重視する。このため、行政による直轄事業を見直し、企業、NPO 等の参画
を認める事業、民間資金等活用事業や公共サービス改革を進める事業を重視する。
また、何が必要かの選択について、国民が積極的に意見を述べる機会の拡大を目
指す。
(ⅲ)最適手段基準
限られた財源の下で、最大限の効果を得るために、最適な政策手段を選択する。
例えば、デフレ下の実質高金利で抑えられている住宅等の需要の回復、インフラの
海外展開の支援、種々の分野における民間企業、NPO 等の参入支援などのために、
政策金融や公的資金と民間資金を組み合わせる様々な仕組みは効果的な政策手段
である。制度の見直しや創設も含め検討する。
また、税制は、個人貯蓄の一層の活用や起業促進などに関して重要な役割を果た
す。
さらに、社会資本の整備や維持管理･更新を効率的に実施するために、民間資金
等を活用する手法（PFI 等）をより積極的に活用できるよう、制度の見直しを行う。
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第３章

７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

フロンティアの開拓による成長
（４）観光立国・地域活性化戦略
～地域資源の活用による地方都市の再生、成長の牽引役としての大都市の再生～
（社会資本ストックの戦略的維持管理等）
我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備され、現在、50 年以上経過した橋
梁は８％、トンネルは 18％であるが、20 年後には橋梁は 51％、トンネルは 47％に急
増すると言われており、農業用水利施設は 500 箇所前後の施設が毎年更新時期を迎え
ることになり、今後は、国・地方の財政状況の逼迫等により、社会資本ストックが更
新できなくなるおそれがある。このように高度経済成長期に集中投資した社会資本ス
トックが今後急速に老朽化することを踏まえ、維持修繕、更新投資等の戦略的な維持
管理を進め、国民の安全・安心の確保の観点からリスク管理を徹底することが必要で
ある。さらに、社会資本ストックについては、厳しい財政事情の中で、維持管理のみ
ならず新設も効果的・効率的に進めるため、PFI、PPP の積極的な活用を図る。

成長を支えるプラットフォーム
（６）雇用・人材戦略
～「出番」と「居場所」のある国・日本～
（国民参加と「新しい公共」の支援）
国民すべてが意欲と能力に応じ労働市場やさまざまな社会活動に参加できる社会
（「出番」と「居場所」）を実現し、成長力を高めていくことに基本を置く。
このため、国民各層の就業率向上のために政策を総動員し、労働力人口の減少を跳
ね返す。すなわち、若者・女性・高齢者・障がい者の就業率向上のための政策目標を
設定し、そのために、就労阻害要因となっている制度・慣行の是正、保育サービスな
ど就労環境の整備等に２年間で集中的に取り組む。
また、官だけでなく、市民、NPO、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提
供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉などの身近な分野において、
共助の精神で活動する「新しい公共」を支援する。
（地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現）
国民の新たな参加と活躍が期待される雇用の場の確保のために、雇用の「量的拡大」
を図る。このため、成長分野を中心に、地域に根ざした雇用創造を推進する。また、
「新しい公共」の担い手育成の観点から、NPO や社会起業家など「社会的企業」が主
導する「地域社会雇用創造」を推進する。
また、雇用の安定・質の向上と生活不安の払拭が、内需主導型経済成長の基盤であ
り、雇用の質の向上が、企業の競争力強化・成長へとつながり、その果実の適正な分
配が国内消費の拡大、次の経済成長へとつながる。そこで、「ディーセント・ワーク
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（人間らしい働きがいのある仕事）」の実現に向けて、
「同一価値労働同一賃金」に向
けた均等・均衡待遇の推進、給付付き税額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワーク・
ライフ・バランスの実現（年次有給休暇の取得促進、労働時間短縮、育児休業等の取
得促進）に取り組む。

《21 世紀の日本の復活に向けた 21 の国家戦略プロジェクト》

フロンティアの開拓による成長
Ⅳ．観光立国・地域活性化における国家戦略プロジェクト
11．「総合特区制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等
地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大
限活かす「総合特区制度」を創設する。具体的には、①我が国全体の成長を牽引し、
国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市等の特定地域を対象とする「国際戦略総
合特区（仮称）」を設け、我が国経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集
積を促進するため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総
合的に盛り込む。その際、法人税等の措置についても検討を行う。また、②全国で展
開する「地域活性化総合特区（仮称）」では、地域の知恵と工夫を最大限活かす規制
の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等、「新しい公共」との連携を含めた
政策パッケージを講じる。
これら総合特区制度の創設により、拠点形成による国際競争力等の向上、地域資源
を最大限活用した地域力の向上が期待される。
また、アジア・世界からのヒト・モノ・カネの流れ倍増を目指し、羽田の「24 時
間国際拠点空港化」、首都圏空港を含めた徹底したオープンスカイを進めるとともに、
港湾の「選択と集中」を進め、民間の知恵と資金を活用した港湾経営の実現等を図る。
14．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進
国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、必要な社会資本整備や既存施設の維持管
理・更新需要に最大限民間で対応していく必要がある。そのため、PFI制度にコンセ
ッション方式（※）を導入し、既存の法制度（いわゆる公物管理法）の特例を設ける
ことにより公物管理権の民間への部分開放を進める。あわせて、公務員の民間への出
向の円滑化、民間資金導入のための制度整備、地方公共団体への支援体制の充実など、
PFI制度の拡充を 2011 年に行う。
これにより、PFI 事業規模について、2020 年までの 11 年間で、少なくとも約 10 兆
円以上（民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律施行から 2009 年
末までの 11 年間の事業規模累計約 4.7 兆円の２倍以上）の拡大を目指す。
(※)公共施設の所有権を民間に移転しないまま、民間事業者に対して、インフラ等の
事業権（事業運営・開発に関する権利）を長期間にわたって民間に付与する方式。
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成長を支えるプラット・フォーム
Ⅵ．雇用・人材分野における国家戦略プロジェクト
20．新しい公共
「新しい公共」が目指すのは、一人ひとりに居場所と出番があり、人に役立つ幸せ
を大切にする社会である。そこでは、国民の多様なニーズにきめ細かく応えるサービ
スを、市民、企業、NPO 等がムダのない形で提供することで、活発な経済活動が展開
され、その果実が社会や生活に還元される。「新しい公共」を通じて、このような新
しい成長を可能にする。政府は、大胆な制度改革や仕組みの見直し等を通じ、これま
で官が独占してきた領域を「公(おおやけ)」に開く。このため、
「「新しい公共」円卓
会議」や「社会的責任に関する円卓会議」の提案等を踏まえ、市民公益税制の具体的
制度設計やNPO 等を支える小規模金融制度の見直し等、国民が支える公共の構築に向
けた取組を着実に実施・推進する。また、新しい成長及び幸福度について調査研究を
推進する。
官が独占していた領域を「公」に開き、ともに支え合う仕組みを構築することを通
じ、
「新しい公共」への国民参加割合を 26％（「平成 21 年度国民生活選好度調査」に
よる）から約５割に拡大する。

第４章

新しい成長と政策実現の確保

新しい成長
「新成長戦略」は、「強い経済」の実現により、できる限り早期に３％台の失業率
を実現し、失業のリスクを減らす。加えて、長期失業や非正規就業で生活上の困難に
直面している「孤立化」した人々を、個別的・継続的・制度横断的に支える「パーソ
ナル・サポート」制度を導入する。また、こうした活動の可能性を支援する「新しい
公共」すなわち、従来の行政機関ではなく、地域の住民が、教育や子育て、まちづく
り、防犯･防災、医療･福祉、消費者保護などに共助の精神で参加する公共的な活動を、
応援する。
世界各国が、世界同時不況を一つの契機に、より公正で持続可能な資本主義と成長
の在り方についての本質的な検討を深めている。日本政府としては、幸福度に直結す
る、経済・環境・社会が相互に高め合う、世界の範となる次世代の社会システムを構
築し、それを深め、検証し、発信すべく、各国政府および国際機関と連携して、新し
い成長および幸福度（well-being)について調査研究を推進し、関連指標の統計の整
備と充実を図る。このことにより、新しい成長、新しい環境政策、新しい公共を、一
体的に推進するための基盤を構築する。
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2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

・新法に基づく集中投資事業の成功事例を活用した国内外への展開の促進
・各省の関連予算の集約、執行の一元化
・規制改革、税制のグリーン化、金融手法等の特例の検討・実施

住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー/ゼロエミッション化に向けた、省エネ基準適
合の段階的義務化、省エネ基準の見直し、達成率向上に向けた執行強化、既存住
宅・建築物の省エネ化促進、省エネ性能を評価するラベリング制度の構築等の実施

※コジェネ：熱電併給

低炭素都市づくりガイド
ライン等の策定・普及

「緑の都市化」と都市・地域構造の低炭素化等に向けた制度の構築、取組の推進

国内クレジットやオフセット・クレジットの拡充・支援による中小企業等の低炭素投資促進（ヒートポンプ・コジェネ等の導入）

エコ家電等の省エネ製品やエコ住宅の普及促進のための措置

定期的なトップランナー基準の強化、対象品目の拡大

都市鉱山のリサイクル等の循環型社会づくりの推進のための規制・制度改革や技術開発支援等の総合的施策の推進

エネルギー消費量や温室効果ガス排出量の「見える化」に関する仕組みの構築、各家庭に対してCO２削減
のための具体的アドバイスを行う「環境コンシェルジュ」の育成

省エネ基準の適合義務化
について、対象、時期等の
検討

スマートグリッドの導入、情報通信技術の利活用、熱等のエネルギーの面的利用等環境負荷低減事業の推進

「環境未来都市」構想
（環境未来都市整備促進法（仮
称）の検討）

国内排出量取引制度の創設

地球温暖化対策のための税の導入

太陽光、風力（陸上・洋上）、小水力、地熱、太陽熱、バイオマス等の再生
可能エネルギーの導入目標の設定、 ロードマップの策定

再生可能エネルギーの普及拡大・産業化（全量買取方式の固定価格買取制度の導入、規制の見直し
（発電設備の立地に係る規制等））

１．低炭素化の推進

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅰ 環境・エネルギー大国戦略

基本施策

業務・家庭

6

・家庭用高効率給湯器を、単
身世帯を除くほぼ全世帯相当
に普及させる

・LED（発光ダイオード）や有機
EL（エレクトロルミネセンス）な
ど高効率次世代照明を、フ
ローで100％普及させる

・ZEH（ﾈｯﾄｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰ/ｾﾞﾛｴ
ﾐｯｼｮﾝ ﾊｳｽ）を標準的な新築
住宅とし、既築住宅の省ｴﾈﾘ
ﾌｫｰﾑを現在の2倍程度まで増
加させる、新築公共建築物等
でZEB（ﾈｯﾄｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰ/ｾﾞﾛｴ
ﾐｯｼｮﾝ ﾋﾞﾙ）を実現する

・再生可能エネルギーの国内
一次エネルギー供給に占める
比率を１０％に

140万人の環境分野
の新規雇用

50兆円超の環境関
連新規市場

2020年までに
実現すべき成果目標
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2011年度に
実施すべき事項

介護基盤の整備（2009～11年度末まで
の合計で16万床整備）

情報通信技術の活用等の効果を踏ま
えた効率的事業運営や人的資源有効
活用を促す規制改革の検討・結論 ：
訪問介護事業所におけるサービス提
供責任者配置基準 等

PPP（官民連携）による公共賃貸住宅
団地への医療・福祉施設導入

民間事業者等によるサービス付き
高齢者賃貸住宅の供給支援

民間事業者等によるサービス付き高齢者
賃貸住宅の制度化に関する法律の改正

公的保険サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの
利用促進策（地域における提供促進体制の構築強化を含む。）の検討・実施

・特別養護老人ホームへの社会
医療法人の参入（結論）、公益性
等を踏まえた運営主体規制の見直
し（検討開始）
・いわゆる施設サービス等の供給
総量に係る参酌標準の撤廃

OECD平均並み実働医師数の確保

急性期医療の機能強化による平均在院日数の
縮減

グランドデザインの進捗評価と見直し

※診療報酬・介護報酬の同時改定（2012年度）
新たな医療計画の策定（2012年度）

2013年度までに
実施すべき事項

・グランドデザインの進捗評価と見直し
・地域包括ケア推進の法体系等の整備
（2012年度）

24時間地域巡回型訪問サービス、レスパ
イトケア（家族の介護負担軽減）拡充の
本格実施

・ニーズを踏まえた遠隔医療の拡大に向けた法令等の見直し
・診療報酬の活用その他のインセンティブについて検討・結論
（いずれも2012年度までに）

※４疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病
５事業：救急、災害時、へき地、周産期、小児医療

・４疾病５事業の医療連携体制の構築強化
・国民に対する「病院機能の見える化」強化

定期借地権を活用した介護施設等への未利用国有地の貸付等（2010年度運用開始）

介護サービス提供体制（マンパワー
を含む。）に関する今後の需要予測
を踏まえたグランドデザインの策定

遠隔医療の適切な普及のための
現行規制の解釈・要件明確化（2010
年度措置、以後継続的に検討・措置）

・看護師、薬剤師、介護職員等、既
存の医療・介護関連職種の活用促
進・役割拡大
・医療クラーク等の大幅な導入促進

医療提供体制（マンパワーを含む。）
に関する今後の需要予測を踏まえ
たグランドデザインの策定

※新たな介護保険事業計画の策定(2011年度）

１．医療・介護サービスの基盤強化、高齢者の安心な暮らしの実現

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅱ 健康大国戦略

201万人

医療・介護分野のセー
フティネット充実による
将来不安の緩和により、
「貯蓄から消費へ」の拡
大

平均在院日数（19日）
の縮減＝国民のQOL
向上、職場・家庭への
早期復帰実現

新規雇用

介護の市場規模
19兆円

医療の市場規模
59兆円

2020年までに
実現すべき成果目標
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「大都市圏戦略基本法（仮称）」の施行
民間都市開発プロジェクトに係る規制緩和・
金融措置等（立上げ支援）

大都市の成長戦略の策定、大都市のイ
ンフラ整備のマスタープランとなる「大都
市圏戦略基本法（仮称）」案の提出

民間都市開発プロジェクトに係る規制
緩和・金融措置等（法案提出）

指定された「地域活性化総合特区（仮称）」に必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上
の支援措置等の実施

国及び地方自治体において今後見込ま
れる社会資本の更新需要の洗い出し

※ 施設の所有権を移転せず、民間事業者にインフ
ラの事業運営や開発に関する権利を長期間にわ
たって付与する方式。

国及び地方自治体における社会資本
の維持管理、更新投資等マネジメント
に係る計画の作成の促進

公共施設整備を行う際、まずPFI手法
で整備することを検討する制度の導入
に向けた検討

・地域再生等に係る利用促進
・独法資産の実態把握に基づく見直しによる有効活用、国庫納付等の推進

地域や社会のニーズに対応した国有財産・独立行政法人保有資産の有効活用等

道路・河川空間のオープン化等

公物管理の民間開放、公務員の民間
への出向の円滑化、民間資金導入の
制度整備等ＰＰＰ・ＰＦＩの更なる活用促
進へ向けた諸施策の実施

地域主権戦略の一環として課題の整理と解決

コンセッション方式（※）の導入等に
係るＰＦＩ（民間資金等活用事業）制
度の拡充

３．社会資本の戦略的な新設・維持管理

離島・過疎地域等の条件不利地域の
自立・活性化の支援

定住自立圏の形成促進

「緑の分権改革」の推進

（２）「地域主権」型社会の構築

建設企業の転業・事業転換支援策の検討・実施

「地域活性化総合特区（仮称）」の理念の周知徹底、提案募集及び指定（全国で展開し、
地域活性化に資する特区）

「地域活性化総合特区（仮称）」
制度創設に係る法案の提出

（１）地方の「創造力」と「文化力」の芽を育てる施策

２．地域政策の方向転換

2013年度までに
実施すべき事項

指定された「国際戦略総合特区（仮称）」に必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上
の支援措置等の実施

2011年度に
実施すべき事項

「国際戦略総合特区（仮称）」の理念の周知徹底、提案募集及び指定（国際競争力を発揮
する戦略的区域に限定）

「国際戦略総合特区（仮称）」
制度創設に係る法案の提出

１．大都市の再生

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

（PFI法施行から2009年末までの
事業規模累計約4.7兆円の少なく
とも２倍以上の拡大）

2010年～2020年のＰＦＩの
事業規模：少なくとも約10兆
円以上

社会資本ストックの効率
的、戦略的な新設・維持
管理の実現

意欲を有する建設企業
（1万社）の転業・事業転換

地域資源を最大限活用
した地域力の向上

最大５～８兆円の民間
投資を実現

拠点形成による
国際競争力等の向上

2020年までに
実現すべき成果目標

Ⅳ 観光・地域活性化戦略 ～地域資源の活用による地方都市再生、成長の牽引役としての大都市の再生～
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持続可能な地域見守りｻｰﾋﾞｽ
の検討・検証
児童生徒１人１台の情報端末による教育の
本格展開の検討・推進

開発成果の早期の市場投入

著作権制度上の課題（保護期間、
補償金制度の在り方等）につい
て結論（２０１２年）

ホワイトスペースなど新たな電波の有効利用

運用モデルの検討
プローブ情報の集約・活用の効果の検証

グリーンITSサービスの運用開始
（試験運用を含む。）、交通管制の高度化

※「ＩＴＳ」 ・・・Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム）の略で、情報通信技術等を活用し、人と道路と車両を一体のシステムとして構築すること
で、渋滞、交通事故、環境悪化等の道路交通問題の解決を図るもの。

交通の高度情報化、システムの海外
展開を見据えたロードマップの策定

※「ホワイトスペース」・・・放送用などある目的のために割り当てられているが、地理的条件や技術的条件によって他の目的にも利用可能な周波数。

ホワイトスペースの活用など電波の
有効利用のための方策の策定

大規模サイバー攻撃への対応、クラウド化やIPv6に対応した情報セキュリティガイドラインの策定など
情報通信技術を安心して利用できる環境の整備

戦略分野への技術開発の集中・推進（新世代ネットワーク、クラウド、
革新的デバイス、立体映像システム等）

デジタルコンテンツを含む著作物の権
利制限の一般規定について、法制度
整備のための具体案とりまとめ
実現のための著作権法の改正
案の国会提出

データ利活用を促進するための制度見直し等のクラウドコンピューティングの競争力確保のための環境の整備

データセンターの国内立地整備等の制
度見直しの検討

独居老人見守りサービス
等の提供の実現

2013年度までに
実施すべき事項

見守りに必要な健康・医療・
介護情報の標準化検討

・教科書の電子書籍化等について制度改正を含め検討・推進

モデル事業等による実証研究

「教育の情報化ビジョン（仮称）」の策定

地域見守りサービス基盤の確立に向け
た規制・制度の課題の抽出

３．新市場の創出

2011年度に
実施すべき事項

官民連携による高齢者・障がい者等に優しいハード・ソフトの検討・開発・普及

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅴ 科学・技術・情報通信立国戦略 ～ＩＴ立国・日本～②

（交通事故減にも貢献）

全国の主要道の
交通渋滞の大幅減

情報通信技術の徹底
的な利活用による新市
場の創出
（約７０兆円の関連新
市場の創出を目指す）

21世紀にふさわしい
学校教育の実現

高齢者、障がい者の社会
参画促進と安全な暮らし
の確保

2020年までに
実現すべき成果目標
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2011年度に
実施すべき事項

同時に、育児サービスや職員の質等の評価・情報提供体制、指導監督体制の整備

・指定制度の導入
（施設型・非施設型を問わず多様なサービス
を客観的基準により指定）
・「こども園（仮称）」について価格制度を一本化
する

国及び地方における実施体制の一元化
（「子ども家庭省（仮称）」の創設等）

保育ママ、ベビーシッター、育児支援
NPO等と子育て支援施設が相互連携
を行う仕組みづくり

放課後対策の体制を整理・強化

・多様なサービスを幅広く指定
・子育て利用券制度等利用者が選択でき
る仕組みを整備

（保育サービス等従事者の増）

（2017年度）

③新規雇用者数
→ 約16万人以上

（2017年度）

②保育サービス等従事
者の増による所得増
→ 約0.5兆円以上

（2020年度）
（2020年における
女性労働力増：約100万人）

①女性の就業継続等
による収入増
→ 約3.3兆円以上

少なくとも2017年には
働くことを希望する
すべての人が仕事に
復帰できる体制の整備

すべての子どもに
保護者の就労形態等に
よる区別なく質のよい
成育環境の整備

2020年までに
実現すべき成果目標

※ 上記の施策の具体化など詳細については、引き続き「子ども・子育て新システム検討会議」において検討（2011年通常国会までに所要の法案を提出）

その他、育児休業の取得期間・方法の弾力化、育児休業取得先進企業への優遇策等をあわせて実施

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の体制を育児・教育支援の観点から改善・
強化（小１、小４の壁解消）

延長保育、休日・早朝・夜間・短時間
保育、一時預かり、病児・病後児保
育、事業所内保育等の提供に対する
支援

２． 働くことを希望するすべての人が仕事を継続・復帰～サービスメニューの多様化等～

・まちづくりと連携して子育て支援施設の整備を推進する仕組みづくり
（再開発等の機会を捉えた新規整備、小学校の空き教室等既存ストックの有効活用による施設誘致等）
・子育て支援施設間連携の仕組みづくり（施設・園庭の共有、開放等）
・子育て支援施設への未利用国有地の定期借地権を活用した貸付けや庁舎・宿舎の空きスペースの貸付け等
・保育ママ等の育成支援

（３）育児サービスへの集中投資による環境整備

・施設整備費の在り方の見直し
・運営費の使途範囲は事業者の自由度を
持たせ、一定の経済的基礎の確保等を条
件に、他事業等への活用を可能に
・配当が制約されていない旨関係者に周知
・株式会社等に対する社会福祉法人会計適
用の見直し

客観的基準による施設認可の徹底

・幼稚園、保育所の垣根を取り払い
（保育に欠ける要件の撤廃等）、
新たな指針に基づき、幼児教育と保育を
ともに提供する「こども園（仮称）」に一体化
・利用者と事業者が契約する利用者補助方式
への転換

2013年度までに
実施すべき事項

同時に、利用希望競合時の優先順位のつけ方についてのガイドラインの作成

「こども指針（仮称）」の策定（幼稚園
教育要領と保育所保育指針の統合
（一本化））

（２）多様な事業主体の参入促進 ～イコールフッティング等～

「子ども家庭省（仮称）」の創設等の検討

（１）幼保一体化

１． 待機児童の解消（就学前）～育児サービスを質量ともに増強～

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅵ 雇用・人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国・日本～①

新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策（抄）
（平成 22 年 9 月 10 日閣議決定）
Ⅲ．緊急的な対応の具体策
２．「投資」の基盤づくり
（３）新たなPPP・PFI事業の案件形成支援【内閣府、国土交通省】
＜具体的な措置＞
民間資金を活用したコンセッション方式※等の新たな PPP・PFI 事業を導入す
るため、民間企業等から提案を募集し、事業スキームの検討、実施可能性の向
上を図る等、事業案件の形成を推進する。
※

公共施設の所有権を民間に移転しないまま、インフラ等の事業権（事業運営・開発に関する権利）を
長期間にわたって民間事業者に付与する方式

５．日本を元気にする規制改革１００
＜具体的な措置＞
○保育その他の分野
（略）
・ 電波の有効利用のため、周波数再編に要するコスト負担についてオークシ
ョン制度の考え方も取り入れる等、迅速かつ円滑に周波数を再編するため
の措置を平成 23 年度中に講じる。
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