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家庭２  少子化対策 

 

＜問題１＞ 

概要に当てはまる施策名をいれましょう。 

年号 施 策 概 要 

1990 

公表 

1.57 ショック 

 

この年の前年（1989 年）のわが国の合計特殊出生率が、

過去史上最低であった 1966 年の丙午の年（1.58）を下

回り、国の危機感をあおった。 

1994 （        ） 

 

少子化対策、仕事と子育ての両立支援を主な目的とし

て、当時の文部・厚生・労働・建設の４大臣合意により

策定。 

1995 緊急保育対策等 5 か年事業 「エンゼルプラン」具現化の一環として策定。 

①保育の量的拡大 

②低年齢児（0～2 歳児）保育、延長保育等の多様な保育

の充実 

③地域子育て支援センターの整備等 

1999 「少子化対策推進基本方針」 少子化推進関係閣僚会議による決定 

（        ） 

 

当時の大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治 6 大臣の合

意により策定。従来の政策を見直したものであり、目標

項目として、保育サービス関連項目のみではなく、雇用、

母子保健、相談、教育などの事業も加えた内容。 

2001 （        ） 

 

「仕事と子育ての両立支援策の方針について」の中の１

つの政策として策定。 

2002 「少子化対策プラスワン」 子育てと仕事の両立支援に加え、４つの方針の柱。 

2003 

 

（        ）制定 国、地方公共団体だけではなく、法のもとに企業の次世

代育成への役割が示された。現在、法では、従業員が 101

人以上の一般事業主に行動計画の策定が義務となって

いる。 

時限立法である法は、2025（令和 7）年 3 月末まで 10 年

間延長され、次世代育成支援対策のさらなる推進と、ひ

とり親家庭に対する支援の強化を図ることとなった。 

（        ）制定 少子化対策施策の基本理念を明らかにし、国、地方公共

団体、事業主および国民の責務を示している。 

法は、少子化社会において講じられる施策の基本理念を

明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合

的に推進するために制定。 
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年号 施 策 概 要 

2004 （        ） 

 

「少子化社会対策基本法」に規定される「大綱の策定」

に基づいて策定。 

大綱では、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た。そして、子育て家庭が

安心と喜びをもって子育てに当たることができるよう

に社会全体で応援するとの基本的考えに立ち、少子化の

流れを変えるための施策を、国を挙げて取り組むべき極

めて重要なものと位置付け、「3 つの視点」と「4 つの重

点課題」、「28 の具体的行動」を提示した。 

（        ） 

 

国が地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む

必要がある事項について、「少子化社会対策大綱」に基づ

く重点施策の具体的実施計画として策定。 

2006 「新しい少子化対策について」 「家族の日」・「家族の週間」の制定などによる家族・地

域のきずなの再生や社会全体の意識改革を図るための

国民運動の推進とともに、親が働いているかいないかに

かかわらず、全ての子育て家庭を支援するという視点を

踏まえつつ、子供の成長に応じて子育て支援のニーズが

変化することに着目して、妊娠・出産から高校・大学生

期に至るまでの年齢進行ごとの子育て支援策を掲げた。 

2007 「子どもと家族を応援する 

日本」重点戦略 

少子化社会対策会議による決定。 

重点戦略では、就労と出産・子育ての二者択一構造を解

決するためには、「働き方の見直しによる仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とともに、

その社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援の枠組

みの構築」（「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭

における子育て」を包括的に支援する仕組みの構築）に

同時並行的に取り組んでいくことが必要不可欠である

とされた。 

＊「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」 

「仕事と生活の調和が実現した社会」を実現するため、

企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体

の施策の方針を策定。 
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年号 施 策 概 要 

2008 「新待機児童ゼロ作戦」 保育サービス、放課後児童クラブの整備を掲げる 

10 年後の目標値を設定。 

2010 （        ） 

 

この大綱では、子ども・子育て支援施策を行っていく際

の 3 つの大切な姿勢として、 

「1 生命（いのち）と育ちを大切にする」 

「2 困っている声に応える」 

「3 生活（くらし）を支える」 

を示すとともに、これらを踏まえ、「目指すべき社会への

政策 4 本柱」と「12 の主要施策」に従って、具体的な取

組を進めることとされた。 

「待機児童解消『先取り』プロ

ジェクト」 

官邸に設置された待機児童ゼロ特命チームによってま

とめられた。 

子ども・子育て新システム検討

会議 

内閣府に設置 

子ども・子育て新システムの基本制度案要綱を決定。 

2012 子ども・子育て関連 3 法の 

成立 

①「子ども・子育て支援法」 

②「認定こども園法（＝「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律」）の一部を

改正する法律」 

③「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律」 

2013 （        ） 

 

待機児童解消に意欲のある地方公共団体に対して、以下

の５つの支援策を講じた。 

支援パッケージ ～ 5 本の柱～ 

① 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」） 

② 保育の量拡大を支える保育士確保（「ヒト」） 

③ 小規模保育事業などの新制度の先取り 

④ 認可を目指す認可外保育施設への支援 

⑤ 事業所内保育施設への支援 

2014 （        ） 

 

厚生労働省及び文部科学省の連携により策定。 

「児童福祉法」における事業である「放課後児童健全育

成事業」と、放課後等にすべての児童を対象として学習

や体験・交流活動などを行う事業である「放課後子供教

室」の計画的な整備等を行う。 
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年号 施 策 概 要 

2015 （        ）施行 ①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

②保育の量的拡大・確保 

③地域の子ども・子育て支援の充実 

の 3 点を強化する政策。 

「少子化社会対策大綱」 

（2015 年度～2019 年度） 

重点課題として以下を掲げた。 

１子育て支援施策を一層充実 

２若い年齢での結婚・出産の希望の実現 

３多子世帯への一層の配慮 

４男女の働き方改革 

５地域の実情に即した取組強化 

2016 「待機児童解消に向けて緊急

的に対応する施策について」 

待機児童解消の受け皿拡大に積極的に取り組む市町村

などを対象に措置を実施 

（        ） 

 

子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが経済を

強くするという新たな経済社会システム創りに挑戦す

るという国の政策。 

①働き方改革 

②子育ての環境整備 

③すべての子供が希望する教育を受けられる環境の整

備 

④「希望出生率 1.8」に向けたその他の取組 

「切れ目のない保育のための

対策」 

①待機児童対策の横展開 

②０～５歳児の受け皿整備 

③土地等の確保の支援 

④保育人材の確保・保育サービスの質の確保 

⑤保護者や地域のニーズへの対応 

⑥多様な就労形態に応じた保育サービス 
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年号 施 策 概 要 

2017  

 

（        ） 

 

待機児童解消を目的とし、東京都をはじめ意欲的な自治

体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿約 22

万人分の予算を平成 30 年度から平成 31 年度末までの

２年間で確保するためのもので、遅くとも平成 32 年度

までの 3 年間で全国の待機児童を解消することを目指

している。 

①保育の受け皿の拡大 

②保育の受け皿拡大を支える「保育人材確保」 

③保護者への「寄り添う支援」の普及促進 

④保育の受け皿拡大と車の両輪の「保育の質の確保」 

⑤持続可能な保育制度の確立 

⑥保育と連携した「働き方改革」 

（        ） 

 

「生産性革命」、「人づくり革命」を車の両輪として、少

子高齢化という大きな壁に立ち向かうため、2020 年ま

での 3 年間、人材、設備への投資を大胆に促し、日本経

済の生産性を飛躍的に押上げていく政策。「人づくり革

命」では、 

１．幼児教育の無償化  

２．待機児童の解消  

３．高等教育の無償化  

４．私立高等学校の授業料の実質無償化  

を掲げている。 

2018 （        ） 

 

共働き家庭等の「小 1 の壁」・「待機児童」を解消すると

ともに全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、 

多様な体験・活動が行えるよう、新たなプランを策定。 

（        ） 

 

幼児教育の無償化について、2019（令和元）年 10 月か

らの全面的な実施を目指すことや、その対象者・対象サ

ービスの詳細等が示された。 
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＜施策名＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子育て安心プラン」 「待機児童ゼロ作戦」 「子ども・子育てビジョン」 

「放課後子ども総合プラン」 「新しい経済政策パッケージ」 

「次世代育成支援対策推進法」 「人づくり革命 基本構想」  

「少子化社会対策大綱」  「エンゼルプラン」   

「子ども・子育て応援プラン」 「待機児童解消加速化プラン」 

 「子ども・子育て支援新制度」「  少子化社会対策基本法」 

「ニッポン一億総活躍プラン」  「新・放課後子ども総合プラン」 

「新エンゼルプラン」 
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＜問題２＞ 

施策を策定の古い順から並べ替えましょう。 

 

① 「人づくり革命 基 

本構想」 

幼児教育の無償化についての全面的な実施を目指すことや、その

対象者・対象サービスの詳細等が示された。 

 

 

② 「 新 エ ン ゼ ル プ ラ

ン」 

 

当時の大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治 6 大臣の合意により策

定。従来の政策を見直したものであり、目標項目として、保育サー

ビス関連項目のみではなく、雇用、母子保健、相談、教育などの事

業も加えた内容。 

 

 

③ 「次世代育成支援 

対策推進法」制定 

国、地方公共団体だけではなく、法のもとに企業の次世代育成へ

の役割が示された。現在、法では、従業員が 101 人以上の一般事

業主に行動計画の策定が義務となっている。 

時限立法である法は、2025（令和 7）年 3 月末まで 10 年間延長さ

れ、次世代育成支援対策のさらなる推進と、ひとり親家庭に対す

る支援の強化を図ることとなった。 

「少子化社会対策 

基本法」制定 

少子化対策施策の基本理念を明らかにし、国、地方公共団体、事業

主および国民の責務を示している。 

法は、少子化社会において講じられる施策の基本理念を明らかに

し、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するため

に制定。 

 

 

④ ニッポン一億総活躍

プラン 

子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが経済を強くすると

いう新たな経済社会システム創りに挑戦するという国の政策。 

①働き方改革 

②子育ての環境整備 

③すべての子供が希望する教育を受けられる環境の整備 

④「希望出生率 1.8」に向けたその他の取組 

 

 

⑤ 「 待 機 児 童 ゼ ロ 作

戦」 

「仕事と子育ての両立支援策の方針について」の中の１つの政策

として策定。 
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⑥ 「放課後子ども総合

プラン」 

厚生労働省及び文部科学省の連携により策定。 

「児童福祉法」における事業である「放課後児童健全育成事業」と、

放課後等にすべての児童を対象として学習や体験・交流活動など

を行う事業である「放課後子供教室」の計画的な整備等を行う。 

 

 

⑦ 「エンゼルプラン」 

 

少子化対策、仕事と子育ての両立支援を主な目的として、当時の

文部・厚生・労働・建設の４大臣合意により策定。 

 

 

⑧ 「少子化社会対策 

大綱」 

 

「少子化社会対策基本法」に規定される「大綱の策定」に基づいて

策定。 

大綱では、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

た。そして、子育て家庭が安心と喜びをもって子育てに当たるこ

とができるように社会全体で応援するとの基本的考えに立ち、少

子化の流れを変えるための施策を、国を挙げて取り組むべき極め

て重要なものと位置付け、「3 つの視点」と「4 つの重点課題」、「28

の具体的行動」を提示した。 

「子ども・子育て応

援プラン」 

 

国が地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要がある

事項について、「少子化社会対策大綱」に基づく重点施策の具体的

実施計画として策定。 

 

 

⑨ 「子ども・子育て 

支援新制度」施行 

①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

②保育の量的拡大・確保 

③地域の子ども・子育て支援の充実 

の 3 点を強化する政策。 
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⑩ 「子ども・子育てビ

ジョン」 

 

この大綱では、子ども・子育て支援施策を行っていく際の 3 つの

大切な姿勢として、 

「1 生命（いのち）と育ちを大切にする」 

「2 困っている声に応える」 

「3 生活（くらし）を支える」 

を示すとともに、これらを踏まえ、「目指すべき社会への政策 4 本

柱」と「12 の主要施策」に従って、具体的な取組を進めることと

された。 

 

 

⑪ 「待機児童解消加速

化プラン」 

待機児童解消に意欲のある地方公共団体に対して、以下の５つの

支援策を講じた。 

支援パッケージ ～ 5 本の柱～ 

① 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」） 

② 保育の量拡大を支える保育士確保（「ヒト」） 

③ 小規模保育事業などの新制度の先取り 

④ 認可を目指す認可外保育施設への支援 

⑤ 事業所内保育施設への支援 

 

 

⑫ 「新しい経済政策パ

ッケージ」 

「生産性革命」、「人づくり革命」を車の両輪として、少子高齢化と

いう大きな壁に立ち向かうため、2020 年までの 3 年間、人材、設

備への投資を大胆に促し、日本経済の生産性を飛躍的に押上げて

いく政策。「人づくり革命」では、 

１．幼児教育の無償化  

２．待機児童の解消  

３．高等教育の無償化  

４．私立高等学校の授業料の実質無償化  

を掲げている。 
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＜正しく覚える編＞ 

 

1990 

公表 

1.57 ショック 

 

この年の前年（1989 年）のわが国の合計特殊出生率が、過去史

上最低であった 1966 年の丙午の年（1.58）を下回り、国の危機

感をあおった。 

 

1994 「エンゼルプラン」 

（「今後の子育て支援

のための施策の基本的

方向について」） 

少子化対策、仕事と子育ての両立支援を主な目的として、当時

の文部・厚生・労働・建設の４大臣合意により策定。 

 

1995 緊急保育対策等 

5 か年事業 

「エンゼルプラン」具現化の一環として策定。 

①保育の量的拡大 

②低年齢児（0～2 歳児）保育、延長保育等の多様な保育の充実 

③地域子育て支援センターの整備等 

 

1999 「少子化対策推進基本

方針」 

少子化推進関係閣僚会議による決定 

「新エンゼルプラン」 

（「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」） 

当時の大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治 6 大臣の合意によ

り策定。従来の政策を見直したものであり、目標項目として、

保育サービス関連項目のみではなく、雇用、母子保健、相談、

教育などの事業も加えた内容。 

 

2001 「待機児童ゼロ作戦」 「仕事と子育ての両立支援策の方針について」の中の１つの政

策として策定。 

 

2002 「少子化対策プラス 

ワン」 

子育てと仕事の両立支援に加え、４つの方針の柱。 
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2003 

 

「次世代育成支援 

対策推進法」制定 

国、地方公共団体だけではなく、法のもとに企業の次世代育成

への役割が示された。現在、法では、従業員が 101 人以上の一

般事業主に行動計画の策定が義務となっている。 

時限立法である法は、2025（令和 7）年 3 月末まで 10 年間延長

され、次世代育成支援対策のさらなる推進と、ひとり親家庭に

対する支援の強化を図ることとなった。 

「少子化社会対策 

基本法」制定 

少子化対策施策の基本理念を明らかにし、国、地方公共団体、

事業主および国民の責務を示している。 

法は、少子化社会において講じられる施策の基本理念を明らか

にし、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進する

ために制定。 

 

2004 「少子化社会対策 

大綱」 

（2004 年度～ 

2010 年度） 

「少子化社会対策基本法」に規定される「大綱の策定」に基づ

いて策定。 

大綱では、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

としていた。そして、子育て家庭が安心と喜びをもって子育て

に当たることができるように社会全体で応援するとの基本的考

えに立ち、少子化の流れを変えるための施策を、国を挙げて取

り組むべき極めて重要なものと位置付け、「3 つの視点」と「4

つの重点課題」、「28 の具体的行動」を提示した。 

「子ども・子育て応援

プラン」 

（「少子化社会対策大

綱に基づく具体的実施

計画について」） 

（2005 年度～2009 年

度） 

国が地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要があ

る事項について、「少子化社会対策大綱」に基づく重点施策の具

体的実施計画として策定。 

 

2006 「新しい少子化対策に

ついて」 

「家族の日」・「家族の週間」の制定などによる家族・地域のき

ずなの再生や社会全体の意識改革を図るための国民運動の推進

とともに、親が働いているかいないかにかかわらず、全ての子

育て家庭を支援するという視点を踏まえつつ、子供の成長に応

じて子育て支援のニーズが変化することに着目して、妊娠・出

産から高校・大学生期に至るまでの年齢進行ごとの子育て支援

策を掲げた。 
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2007 「子どもと家族を応援

する日本」重点戦略 

少子化社会対策会議による決定。 

重点戦略では、就労と出産・子育ての二者択一構造を解決する

ためには、「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の実現」とともに、その社会的基盤となる

「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」（「親の就労と子ど

もの育成の両立」と「家庭における子育て」を包括的に支援す

る仕組みの構築）に同時並行的に取り組んでいくことが必要不

可欠であるとされた。 

＊「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」 

「仕事と生活の調和が実現した社会」を実現するため、企業や

働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方針

を策定。 

 

2008 「 新 待 機 児 童 ゼ ロ 作

戦」 

保育サービス、放課後児童クラブの整備を掲げる 

10 年後の目標値を設定。 

 

2010 少子化社会対策大綱の

策定 

（「子ども・子育てビジ

ョン」） 

（2010 年度～2015 年

度） 

この大綱では、子ども・子育て支援施策を行っていく際の 3 つ

の大切な姿勢として、 

「1 生命（いのち）と育ちを大切にする」 

「2 困っている声に応える」 

「3 生活（くらし）を支える」 

を示すとともに、これらを踏まえ、「目指すべき社会への政策 4

本柱」と「12 の主要施策」に従って、具体的な取組を進めるこ

ととされた。 

「待機児童解消『先取

り』プロジェクト」 

官邸に設置された待機児童ゼロ特命チームによってまとめられ

た。 

子ども・子育て新シス

テム検討会議 

内閣府に設置 

子ども・子育て新システムの基本制度案要綱を決定。 

 

 



13 

 

2012 子ども・子育て関連  

3 法の成立 

①「子ども・子育て支援法」 

②「認定こども園法（＝「就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律」）の一部を改正する法

律」 

③「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 

 

2013 「待機児童解消加速化

プラン」 

待機児童解消に意欲のある地方公共団体に対して、以下の５つ

の支援策を講じた。 

支援パッケージ ～ 5 本の柱～ 

① 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」） 

② 保育の量拡大を支える保育士確保（「ヒト」） 

③ 小規模保育事業などの新制度の先取り 

④ 認可を目指す認可外保育施設への支援 

⑤ 事業所内保育施設への支援 

 

2014 「放課後子ども総合プ

ラン」 

厚生労働省及び文部科学省の連携により策定。 

「児童福祉法」における事業である「放課後児童健全育成事業」

と、放課後等にすべての児童を対象として学習や体験・交流活

動などを行う事業である「放課後子供教室」の計画的な整備等

を行う。 

 

2015 「子ども・子育て 

支援新制度」施行 

①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

②保育の量的拡大・確保 

③地域の子ども・子育て支援の充実 

の 3 点を強化する政策。 

「少子化社会対策 

大綱」 

（2015 年度～2019 年

度） 

重点課題として以下を掲げた。 

１子育て支援施策を一層充実 

２若い年齢での結婚・出産の希望の実現 

３多子世帯への一層の配慮 

４男女の働き方改革 

５地域の実情に即した取組強化 
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2016 「待機児童解消に向け

て緊急的に対応する施

策について」 

待機児童解消の受け皿拡大に積極的に取り組む市町村などを対

象に措置を実施 

「ニッポン一億総活躍 

プラン」 

子育て支援や社会保障の基盤を強化し、それが経済を強くする

という新たな経済社会システム創りに挑戦するという国の政

策。 

①働き方改革 

②子育ての環境整備 

③すべての子供が希望する教育を受けられる環境の整備 

④「希望出生率 1.8」に向けたその他の取組 

「切れ目のない保育の

ための対策」 

①待機児童対策の横展開 

②０～５歳児の受け皿整備 

③土地等の確保の支援 

④保育人材の確保・保育サービスの質の確保 

⑤保護者や地域のニーズへの対応 

⑥多様な就労形態に応じた保育サービス 

 

2017  

 

「子育て安心プラン」 待機児童解消を目的とし、東京都をはじめ意欲的な自治体を支

援するため、待機児童解消に必要な受け皿約 22 万人分の予算

を平成 30 年度から平成 31 年度末までの２年間で確保するため

のもので、遅くとも平成 32 年度までの 3 年間で全国の待機児

童を解消することを目指している。 

①保育の受け皿の拡大 

②保育の受け皿拡大を支える「保育人材確保」 

③保護者への「寄り添う支援」の普及促進 

④保育の受け皿拡大と車の両輪の「保育の質の確保」 

⑤持続可能な保育制度の確立 

⑥保育と連携した「働き方改革」 
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2017 「新しい経済政策パッ

ケージ」 

「生産性革命」、「人づくり革命」を車の両輪として、少子高齢

化という大きな壁に立ち向かうため、2020 年までの 3 年間、人

材、設備への投資を大胆に促し、日本経済の生産性を飛躍的に

押上げていく政策。「人づくり革命」では、 

１．幼児教育の無償化  

２．待機児童の解消  

３．高等教育の無償化  

４．私立高等学校の授業料の実質無償化  

を掲げている。 

 

2018 「新・放課後子ども総

合プラン」 

（2019 年度～2023 年

年度） 

共働き家庭等の「小 1 の壁」・「待機児童」を解消するとともに

全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、 

多様な体験・活動が行えるよう、新たなプランを策定。 

「人づくり革命 基 

本構想」 

幼児教育の無償化について、2019（令和元）年 10 月からの全

面的な実施を目指すことや、その対象者・対象サービスの詳細

等が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


