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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

「家族の日・家族の週間」連携推
進

子育てを支え、子育てを共に喜びあえるような家族
や地域の素晴らしさや価値を再認識しあえるよう、
「家族の日・家族の週間」を実施し、国民一人ひとり
の具体的取組を促す。

8,221 0 8,234 0 0 企業地域国民 継続 一般会計 内閣府

仕事と生活の調和人材育成等

　 企業経営者を対象としたトップセミナー等を開催し、企業
が仕事と生活の調和に取り組むメリットや具体的方法等の
普及啓発を図るほか、経営者団体と連携した企業間ネット
ワークの構築などを促進する。地方自治体向けセミナーに
ついても実施する。
　また、「カエル！ジャパン」通信（メルマガ）を配信する。

8,452 0 8,196 0 0
企業

地方自治体
国民

継続 一般会計 内閣府

仕事と生活の調和理解促進

　 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の進捗と今
後の課題等をまとめた「仕事と生活の調和レポート」の作
成や、「カエル！ジャパン」キャンペーンの推進、好事例の
情報発信等、ワーク・ライフ・バランス推進に向けた気運の
醸成を図る。

1,972 0 2,583 0 0
企業

地方自治体
国民

継続 一般会計 内閣府

仕事と生活の調和調査研究等

　 仕事と生活の調和連携推進・評価部会の運営のほか、
仕事と生活の調和推進に関する調査研究を行い、その成
果を元に啓発用ツールを作成し、企業等のワーク・ライフ・
バランス推進に向けた取組を支援する。

12,344 0 12,052 0 0
企業

地方自治体
国民

一部新規 一般会計 内閣府

地域における男女共同参画促進を
支援するアドバイザーの派遣

　ワーク・ライフ・バランスの推進を含め、市町村男女共同
参画計画の策定・改定等を支援するためアドバイザーの
派遣を行う。

2,906 0 2,888 0 0 地方自治体 継続 一般会計 内閣府

生活の時間の確保や多様な
働き方を可能とする雇用環
境整備を目指した支援を進
める

企業における次世代育成支援対策
の推進

　 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定
等が行われるよう指導を行うとともに、多くの事業主が次
世代法に基づく認定を目指して取組を行うよう、認定企業
に対する税制上の優遇措置も活用しながら周知・啓発に
取り組む。

21,691 0 26,027 0 0 企業 継続 一般会計 厚生労働省

経済全体の生産性の向上を
図っていく観点から、中小
企業対策（新分野への進出
支援や事業再生・承継支
援、下請取引の適正化の確
保、資金調達の円滑化等）
など包括的な取組を引き続
き着実に推進する

中小企業対策
   中小企業が持つ潜在力・底力を最大限引き出し、経営
力を強化するため、資金繰り支援に加え、海外展開支援、
技術力の強化や下請取引の適正化などを推進する。

111,148,529 0 111,148,237 0 0 企業 継続 一般会計 経済産業省

過重労働の解消及び仕事と生活の
調和の実現に向けた働き方・休み
方の見直し

   労働時間等設定改善法に基づき、企業等に対する支援
事業を実施し、労使の自主的取組を促進することにより、
長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、特に配慮
を必要とする労働者に対する休暇の普及等、労働時間等
の設定の改善に向けた取組を促進する。

1,967,379 0 1,368,016 0 0 企業 一部新規 特別会計 厚生労働省

仕事と生活の調和人材育成等
(再掲）

   企業経営者を対象としたトップセミナー等を開催し、企業
が仕事と生活の調和に取り組むメリットや具体的方法等の
普及啓発を図るほか、経営者団体と連携した企業間ネット
ワークの構築などを促進する。地方自治体向けセミナーに
ついても実施する。
    また、「カエル！ジャパン」通信（メルマガ）を配信する。

（再掲） (再掲) （再掲） (再掲) （再掲）
企業

地方自治体
国民

継続 一般会計 内閣府

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分

　　１　総論

府省名
平成28年度予算(千円）

先進企業の好事例等の情報
の収集・提供・助言、業務
効率化のノウハウ提供、中
小企業等が行う労働時間等
設定改善の支援等、仕事と
生活の調和の実現に取り組
む企業への支援を推進する

全国や地域での国民の理解
や政労使の合意形成を促進
する

参考資料４
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

過重労働による健康障害防止に係
る重点的な監督指導等の実施

   長時間にわたる時間外労働の実効ある抑制を図り、過
重労働による健康障害を防止するため、パンフレットの作
成や、事業主に対する集団指導、また、長時間にわたる
時間外労働が恒常的に行われ、過重労働による健康障害
の発生が懸念される事業場に対する重点的な監督指導
等を行う。

608,835 0 310,761 0 0 企業 一部新規
特別会計
一般会計

厚生労働省

バス、トラック、タクシーの自動車運
転者の長時間労働抑制

   運輸事業の新規参入者に対し、国土交通省と連携し
て、労働基準関係法令などの講習を行う。
   また、国土交通省との都道府県単位の連絡会議を設置
し、自動車運転者の労働条件改善などに係る情報・意見
交換を行う。
   さらに、事業場に個別訪問を行う等により、労働基準関
係法令などの周知などを行う。

58,212 0 105,329 0 0 企業 継続 特別会計 厚生労働省

若者の「使い捨て」が疑われる企業
等への対応策の強化

  ①フリーダイヤルの「労働条件相談ほっとライン」を設置
し、平日夜間や休日における相談体制の強化、②労働基
準法等の基礎知識・相談窓口をまとめたポータルサイト
「確かめよう労働条件」による情報提供、③大学、高校等
でのセミナー実施による法令等の情報発信を行う。

229,587 0 228,631 0 0
国民
企業

継続 特別会計 厚生労働省

パートタイム労働者の均等・均衡待
遇の確保の推進

   パートタイム労働法に基づく指導、専門家による相談・
援助、職務分析・職務評価の導入支援等により、パートタ
イム労働者の雇用管理改善の取組を推進するとともに、
パートタイム労働者の均等・均衡待遇に積極的な企業の
表彰制度の実施等、パートタイム労働者の均等・均衡待
遇の取組推進に向けた機運醸成を図り、合わせてパート
タイム労働者のキャリアアップ支援に取り組む。
   また、短時間正社員制度の導入・定着を促進するため、
ノウハウの提供や制度導入に係るセミナーの実施等を行
う。

691,642 0 795,999 0 0 企業 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

均等・両立推進企業表彰(ファミ
リー・フレンドリー企業部門)

   仕事と育児・介護との両立支援のための取組について、
他の模範ともいうべき取組を推進している企業を表彰す
る。

0 0 2,309 0 0 企業 継続 特別会計 厚生労働省

企業における次世代育成支援対策
の推進（再掲）

   次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定
等が行われるよう指導を行うとともに、多くの事業主が次
世代法に基づく認定を目指して取組を行うよう認定企業に
対する税制上の優遇措置も活用しながら周知・啓発に取り
組む。

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲） （再掲） 企業 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

訓練情報提供等によるキャリア・
コンサルティング、就職支援実施
費

求職者を公的職業訓練へあっせんするため、職業訓
練関連情報の的確な提供、キャリア・コンサルティン
グ等を実施するとともに、訓練修了者の能力・適正を
踏まえ就職の実現に向けた担当者制によるマンツーマ
ン支援を実施する。

また、民間委託も活用して公的職業訓練及び専門実
践教育訓練の受講希望者に対するキャリアコンサル
ティングを通じたジョブ・カード作成支援業務を実施
する。

7,901,954 0 8,432,460 0 0 国民 継続 特別会計 厚生労働省

職業能力の形成支援に係る労働市
場のインフラの充実

   公共職業訓練及び求職者支援訓練の推進、職業能力
評価制度の整備、キャリアコンサルティング環境の整備を
実施する。

122,992,793 0 124,495,574 0 0 国民 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

若年者等に対する職業キャリアの
支援

   ジョブ・カード制度、地域若者サポートステーション事業
等を実施する。

6,287,817 0 6,354,765 0 0 国民 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

生涯キャリア形成支援の積極展開

    職業能力開発に必要な費用の負担や職業能力開発の
ための休暇、勤務時間の短縮を付与することにより、従業
員の自発的な職業能力開発及び向上を促進する制度を
導入する事業主に対し、キャリア形成促進助成金を支給
する。

20,853,890 0 27,516,789 0 0 国民 継続 特別会計 厚生労働省

働く者等の自己啓発や能力
開発の取組を支援する

顕彰制度や企業の取組の診
断・点検を支援すること、
次世代育成支援対策推進法
に基づく認定マーク（くる
みんマーク）の周知等によ
り、積極的取組企業の社会
的な評価を推進する

労働基準法、労働契約法、
パートタイム労働法等関係
法令の周知を図るととも
に、法令遵守のための監督
及び指導を強化する
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

キャリアアップ助成金（人材育成
コース）の活用促進

   事業主が有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者に
転換させることなどを目的として職業訓練を実施した場合
に一定額を助成する。

7,533,843 0 4,387,024 0 0 企業 継続 特別会計 厚生労働省

教育訓練給付金の実施

   労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、
雇用の安定等を図るため、労働者が自ら費用を負担して
一定の教育訓練を受講等した場合に、その教育訓練に要
した費用の一部に相当する額を支給する。

14,489,327 0 27,000,239 0 0 国民 継続 特別会計 厚生労働省

国家公務員のメンタルヘルス対策

   各府省等の管理監督者に対し、メンタルヘルスケアに関
する知識を習得させるとともに、職員が心身ともに健康で
安心できる職場環境づくりの推進を図るための講習を開
催する。

1,754 0 1,664 0 0 職員 継続 一般会計 内閣官房

国家公務員のメンタルヘルス対策
のための「ｅ－ラーニング」

   各府省等の管理監督者（特に新任管理者等）に対し、メ
ンタルヘルスに関する知識の習得、理解の徹底を図るた
め、ｅーラーニングを実施する。

2,898 0 6,226 0 0 職員 継続 一般会計 内閣官房

メンタルヘルス対策等事業

   メンタルヘルス対策を推進するため、ストレス症状を有
する労働者に対する面接指導等を行う医師及び保健師等
への研修、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」に
よる情報提供等を実施する。

84,482 0 136,730 0 0
国民
企業

継続 特別会計 厚生労働省

産業保健活動総合支援事業

   労働者の健康確保のため、ストレスチェック及び面接指
導を行う医師、保健師等に対する研修や産業保健スタッフ
等への研修の実施、小規模事業場の事業者及び労働者
に対する相談等の実施など、事業場の産業保健活動を支
援する。

3,611,960 0 3,087,646 0 0 企業 継続 特別会計 厚生労働省

心の健康づくり対策の推進
   公務における職員のメンタルヘルス対策のため、予防、
早期対応、円滑な職場復帰等にかかる施策を実施する。

9,901 0 10,239 0 0 職員 継続 一般会計 人事院

国家公務員の労働時間短縮の取組
   各府省における超過勤務縮減を始めとしたワークライフ
バランスの取組を一層推進するため、ポスター等を作成・
配布する。

942 0 778 0 0 職員 継続 一般会計 内閣官房

国家公務員（男性職員）の育児休業
等の取得促進

   男性職員の育児休業等の取得を促進するためハンド
ブック等を作成・配布する。

2,529 0 2,179 0 0 職員 継続 一般会計 内閣官房

本省・地方機関の管理職員を対象
とする女性職員活躍・ワークライフ
バランスの推進に係る啓発セミナー
の開催

   本省・地方機関の管理職員を対象として、女性職員活
躍・ワークライフバランス推進のための啓発セミナーを開
催.

3,559 0 3,564 0 0 職員 継続 一般会計 内閣官房

女性職員活躍・ワークライフバラン
ス推進に係る調査・コンサルティン
グ業務

   各府省における女性職員活躍及びワークライフバランス
推進の取組の現状や課題について調査・分析する。

7,000 0 10,000 0 0 職員 継続 一般会計 内閣官房

ワークライフバランス職場表彰

   ワークライフバランスを推進するため、個々の職場の実
情に合った業務の効率化や職場環境の改善について、創
意工夫を活かした特に優れた活動に取り組んだ部署を表
彰する。

281 0 0 0 0 職員 新規 一般会計 内閣官房

仕事と育児、介護等の両立支援策
の推進

　 両立支援制度の周知徹底と職場の環境整備を一層推
進するために、「各省庁両立支援連絡協議会」を開催する
とともに、両立支援制度の説明資料を作成・配布する。
　 また、仕事と育児の両立支援と男性職員の育児休業の
取得促進に向けた、シンポジウムの開催を行う。
　 さらに、仕事と介護の両立支援について、各府省人事当
局等を対象とするセミナーを開催する。

1,396 0 1,400 0 0 職員 継続 一般会計 人事院

労働者の健康を確保し、安
心して働くことのできる職
場環境を実現するためにメ
ンタルヘルス対策を推進す
る

行政機関においても、業務
の効率化等により長時間労
働の抑制を図るとともに、
男性の育児休業の取得や介
護のための両立支援制度の
活用の促進など、率先して
仕事と生活の調和に取り組
む

（つづき）
働く者等の自己啓発や能力
開発の取組を支援する
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

東日本大震災からの復興を担う専
門人材育成支援事業

   専修学校や専門高校等の教育機関と地域・産業界が連
携し、被災地の人材ニーズに対応した復興の即戦力とな
る人材や、次代を担う専門人材の育成を推進する。

0 0 109,368 0 109,368 国民 廃止 特別会計 文部科学省

男女共同参画社会の実現の加速に
向けた学習機会充実事業

   男女共同参画社会の実現を加速するため、学校段階に
おける男女共同参画の視点に立ったキャリア教育を推進
するともに、地域における女性の学び直しを促進する。

29,070 0 26,876 0 0 国民 継続 一般会計 文部科学省

現在のジョブ・カード制度
等を発展させ、非正規労働
者を含めた、社会全体に通
じる職業能力開発・評価制
度を構築する。また、職場
や地域での活動に必要な能
力向上の機会を拡充するた
め、社会人の学習目的に応
じた教育プログラムの提供
や学習成果が適切に評価さ
れるような枠組みの構築等
により、社会人の大学や専
修学校、公民館等における
学習を促進する

成長分野等における中核的専門人
材養成等の戦略的推進

   専修学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高
等学校等が産業界等と協働し、地域や産業界の人材ニー
ズに対応した社会人等が学びやすい教育プログラムを開
発・実証する取組を推進する。

1,533,273 0 1,567,295 0 0 国民 継続 一般会計 文部科学省

非正規労働者や長期失業者
等に対し、職業訓練とその
期間中の生活保障を行う求
職者支援制度の創設に向け
た検討を行い、トランポリ
ン型の第２のセーフティー
ネットを確立する

求職者支援制度による安定した就
職の支援

   雇用保険を受給できない求職者を対象に、民間教育訓
練機関を活用して、技能・知識を身に付けるための職業訓
練を無料で実施するとともに、訓練期間中に、訓練の受講
を容易にするための給付金の支給を行う等により求職者
の早期の就職を支援する「求職者支援制度」を実施する。

29,957,968 0 31,544,153 0 0 国民 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

フリーターの常用雇用化を
支援する

フリーター等の正規雇用化の推進
  フリーター等に対して担当者制による職業相談・職
業紹介から職場定着までの一貫した支援や助成制度の
活用等により正規雇用化を推進する。

8,923,153千円の
内数

0
14,025,704千円の

内数
0 0 国民 継続 特別会計 厚生労働省

マザーズハローワーク事業推進費
事業拠点の増設等、マザーズハローワーク事業を拡充

する。
3,029,437 0 2,875,145 0 0 国民 継続 特別会計 厚生労働省

母子家庭等対策総合支援事業
   母子家庭の母等に対して、就業支援サービスや生活支
援サービス等を提供する母子家庭等就業・自立支援事業
等により自立支援を行う。

11,219,935 0 16,598,138 9,235,561 0 国民 継続 一般会計 厚生労働省

 ２　就労による経済的自立

勤労観・職業観を形成し、
社会人・職業人として必要
な能力を身につけた人材を
育成するため、学校段階を
通じたキャリア教育・職業
教育を体系的に充実させ
る。また、キャリア教育を
進めるにあたっては、社
会・経済・雇用などの基本
的な仕組みや労働者として
の権利・義務、仕事と生活
の調和の重要性など、キャ
リアを積み上げる上で必要
な知識の理解についても促
進を図る

若者や母子家庭の母等、経
済的自立が困難な者の就労
を支援する



5

うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

労使による長時間労働の抑
制、年次有給休暇の取得促
進など、労働時間等の設定
改善の取組を支援する

過重労働の解消及び仕事と生活の
調和の実現に向けた働き方・休み
方の見直し（再掲）

   労働時間等設定改善法に基づき、企業等に対する支援
事業を実施し、労使の自主的取組を促進することにより、
長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、特に配慮
を必要とする労働者に対する休暇の普及等、労働時間等
の設定の改善に向けた取組を促進する。

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲） （再掲） 企業 一部新規 特別会計 厚生労働省

過重労働の解消及び仕事と生活の
調和の実現に向けた働き方・休み
方の見直し（再掲）

   労働時間等設定改善法に基づき、企業等に対する支援
事業を実施し、労使の自主的取組を促進することにより、
長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、特に配慮
を必要とする労働者に対する休暇の普及等、労働時間等
の設定の改善に向けた取組を促進する。

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲） （再掲） 企業 一部新規 特別会計 厚生労働省

過重労働による健康障害防止に係
る重点的な監督指導等の実施（再
掲）

   長時間にわたる時間外労働の実効ある抑制を図り、過
重労働による健康障害を防止するため、パンフレットの作
成や、事業主に対する集団指導、また、長時間にわたる
時間外労働が恒常的に行われ、過重労働による健康障害
の発生が懸念される事業場に対する重点的な監督指導
等を行う。

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲） （再掲） 企業 継続
特別会計
一般会計

厚生労働省

ＩＣＴを活用した新たなワークスタイ
ルの実現

事業者・利用者の意識改革を促し、テレワーク環境の裾
野を拡大するための取組みを進めることで、就業者におけ
るワークライフバランスの確立などを実現。

0 0 149,947 0 0 企業等 廃止 一般会計 総務省

ふるさとテレワーク推進事業（地域
情報化の推進（本省）の一部を含
む）

事業者・利用者の意識改革を促し、テレワーク環境の裾
野を拡大するため、セミナーの開催や専門家派遣、先進
事例の収集等によるデータベースの作成等に取り組む。

「ふるさとテレワー
ク推進事業」
720,965
「地域情報化の推
進（本省）」
117,999の内数

0 0 0 企業等 新規 一般会計 総務省

創業・第二創業促進補助金
   新たに起業を目指す女性・若者等の創業者や、事業承
継を契機に既存事業を廃業し、新分野に挑戦する等の第
二創業を行う者に対して支援を実施。

847,021の内数 0 760,000 0 0
国民
企業

継続 一般会計 経済産業省

創業スクール
   全国に「創業スクール」を開催し、創業予備軍の掘り起
こしをはじめ、創業希望者の基本的知識の習得からビジ
ネスプランの策定までを支援。

847,021の内数 0 440,000 0 0
国民
企業

継続 一般会計 経済産業省

女性、若者／シニア起業家支援資
金

   多様な事業者による新規事業の成長を支援するため、
女性、若者（３０歳未満）又は高齢者（５５歳以上）のうち新
規開業して概ね７年以内の者に対して、低利の融資を行
う。

財投 0 財投 0 0
国民
企業

継続 一般会計 経済産業省

新創業融資制度

   新たに事業を始める者、または事業開始後税務申告を
２期終えていない者を対象に、ビジネスプラン等の審査を
行うことにより、株式会社日本政策金融公庫（国民生活事
業本部）の「女性、若者／シニア起業家支援資金」等の 貸
付制度を利用する場合に無担保、無保証人とする特例措
置。

財投 0 財投 0 0
国民
企業

継続 一般会計 経済産業省

課題解決型福祉用具実用化開発支
援事業

   高齢者等の自立及び社会参加を促進するとともに、介
護者の負担軽減を図るため、福祉機器開発のための実用
化支援を行う。

102,222 0 102,222 0 0 企業 新規 一般会計 経済産業省

新・ダイバーシティ経営企業100選

   女性を始めとする多様な人材の能力を最大限発揮させ
ることにより、イノベーションの創出、生産性向上等の成果
を上げている企業を選定・表彰し、ベストプラクティス集とし
て広く発信。

175,026の内数 0 439,314の内数 0 0 企業 継続 一般会計 経済産業省

改正労働基準法（平成22年
施行）に基づく割増賃金率
の引上げへの対応や年次有
給休暇取得促進を図るため
に改正した「労働時間等見
直しガイドライン（労働時
間等設定改善指針）」の周
知等により、長時間労働の
抑制及び年次有給休暇の取
得促進を図る

　４　多様な働き方の選択

　３　健康で豊かな生活のための時間の確保

育児・介護休業、短時間勤
務、短時間正社員制度、テ
レワークといった多様な働
き方を推進するとともに、
パート労働者の均衡待遇の
推進、働く意欲と能力のあ
る女性や高齢者の再就職や
就業継続の支援、促進等そ
の多様な働き方を推進する
ための条件を整備する
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

なでしこ銘柄
   女性活躍推進に優れた企業を、中長期の成長力のある
優良銘柄として選定。東京証券取引所と合同で実施。

175,026の内数 0 439,314の内数 0 0 企業 継続 一般会計 経済産業省

女性起業家等支援ネットワーク構築
事業

   女性の起業を支援するため、地域の金融機関や産業・
創業支援機関等を中心とした女性起業家等支援ネット
ワークを形成する。

175,026の内数 0 0 0 0 企業 新規 一般会計 経済産業省

女性医師等就労支援事業

各都道府県において受付・相談窓口を設置して、復職の
ための研修受入医療機関の紹介や出産・育児等と勤務と
の両立を支援するための助言等を行い、女性医師等の離
職防止や再就業の促進を図る。
※H26年度以降は地域医療介護総合確保基金で実施可

基金 0 基金 0 基金 国民 継続 一般会計 厚生労働省

女性医師支援センター事業

女性医師バンクにおいて、再就業を希望する女性医師
の就職相談及び就業斡旋等を行うことにより、女性医師の
再就業を支援する。

また、再就業における講習会等を開催し、女性医師の
離職防止及び再就業支援を図る。

164,255 0 164,340 0 0 国民 継続 一般会計 厚生労働省

病院内保育所運営事業

医療機関に勤務する職員の乳幼児の保育を行う事業に
対し、その運営の一部（人件費等）について補助を行う。
（※H26年度以降は地域医療介護総合確保基金で都道府
県が実施）

基金 0 基金 0 基金 企業 継続 一般会計 厚生労働省

テレワーク普及促進対策

   仕事と子育て等の両立が可能となる適正な労働条件下
でのテレワークの普及・促進のため、適切な人事評価が
可能となる新たなテレワークモデルを確立するための実証
事業の実施、テレワーク導入企業に対する労務管理に関
する専門家の派遣、テレワークの導入経費に係る支援、
先進的企業等に対する表彰の実施及びその取組を周知
するためのシンポジウムの開催、業界団体と連携した傘
下企業への支援、労働者にテレワークの体験等を通じ、
認知度を向上させるためのシンポジウム等を行う。

1,423,145 0 1,134,214 0 0
企業
国民

継続
一般会計
特別会計 厚生労働省

テレワーク活用好事例の作成
   子育て・介護のためのテレワーク活用好事例を収集・選
定し、事例集を作成して企業等に周知・啓発を行う。

16,978 0 21,141 0 0
企業
国民

継続 特別会計 厚生労働省

年齢にかかわりなく意欲と能力に
応じて働くことができる「生涯現
役社会」の実現に向けた高齢者の
就労促進

年齢にかかわりなく働くことができる企業の普及に向け
た支援を充実するとともに、地域における多様な雇用・就
業機会の確保に資する事業を行うなど、生涯現役社会の
実現に向けた社会的な機運の醸成を図る。

4,083,526 0 3,602,964 0 0
企業
国民

継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

高齢者などの再就職の援助・促進

高齢者が安心して再就職支援を受けることができるよ
う、全国の主要なハローワークで職業生活の再設計に関
する支援や身近な地域において技能講習を実施するな
ど、再就職支援を充実・強化する。

2,379,354 0 2,318,529 0 0
企業
国民

継続 特別会計 厚生労働省

高齢者が地域で働ける場や社会を
支える活動ができる場の拡大

シルバー人材センターの活用により、定年退職後等の
高齢者の多様な就業ニーズに応じた就業機会を確保す
る。

13,575,479 0 11,686,331 0 0 地域 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

マザーズハローワーク事業推進費
（再掲）

事業拠点の増設等、マザーズハローワーク事業を拡充
する。

(再掲) (再掲) (再掲) （再掲） （再掲） 国民 継続 特別会計 厚生労働省

（つづき）
育児・介護休業、短時間勤
務、短時間正社員制度、テ
レワークといった多様な働
き方を推進するとともに、
パート労働者の均衡待遇の
推進、働く意欲と能力のあ
る女性や高齢者の再就職や
就業継続の支援、促進等そ
の多様な働き方を推進する
ための条件を整備する
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

育児・介護休業法の円滑な施行
   育児・介護休業法の内容に沿った措置等の規定が適切
に整備され、制度として定着するよう、法の周知・徹底を図
る。

68,926 0 57,711 0 0 企業 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

両立支援に関する雇用管理の改善

   両立支援制度を利用しやすい職場環境を整備するた
め、両立支援制度等に関する雇用管理改善に係る相談、
指導及び支援等を行う。
   また、両立支援に取り組む事業主への助成金を引き続
き支給する。

8,569,719 0 7,122,980 0 0 企業 一部新規 特別会計 厚生労働省

女性の職業キャリアの継続が可能
となる環境整備

   企業が行う雇用管理改善や女性労働者のモチベーショ
ンの維持向上などの取組への支援を行う。

1,304,877 0 666,469 0 0
企業
国民

地方自治体等
継続 特別会計 厚生労働省

女性の活躍推進及び両立支援に関
する総合的情報提供事業

   企業の女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約し
た「女性の活躍推進企業データベース」や女性の活躍推
進に取り組む企業や施策の情報を提供する「ポジティブ・
アクション情報ポータルサイト」、仕事と家庭の両立支援に
取り組む企業や施策の情報を提供する「両立支援のひろ
ば」を統合した「女性の活躍・両立支援総合サイト」の運営
管理を行い、女性の活躍推進及び仕事と家庭の両立支援
に関する総合的な情報提供を行う。

136,018 0 73,003 0 0
企業
国民

一部新規 特別会計 厚生労働省

パートタイム労働者の均等・均衡待
遇の確保の推進（再掲）

   パートタイム労働法に基づく指導、専門家による相談・
援助、職務分析・職務評価の導入支援等により、パートタ
イム労働者の雇用管理改善の取組を推進するとともに、
パートタイム労働者の均等・均衡待遇に積極的な企業の
表彰制度の創設等、パートタイム労働者の均等・均衡待
遇の取組推進に向けた機運醸成を図り、合わせてパート
タイム労働者のキャリアアップ支援に取り組む。
   また、短時間正社員制度の導入・定着を促進するため、
ノウハウの提供や制度導入に係るセミナーの実施等を行
う。

(再掲） （再掲） （再掲） (再掲) (再掲) 企業 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

治療と職業生活の両立等の支援対
策事業

   疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両立の支援を
図るため、企業や医療機関向けの就労継続支援手引の
作成等を行う。

9,891 9,976 0 0 企業 継続 特別会計 厚生労働省

長期にわたる治療などが必要な疾
病を抱えた求職者に対する就職支
援

   ハローワークと医療機関などとの連携体制の構築に向
け、ハローワークに専門の就職支援ナビゲーターをモデル
的に配置するなど、長期にわたる治療などが必要な疾病
を抱えた求職者の就職支援を行う。

247,454 0 84,758 0 0 国民 継続 特別会計 厚生労働省

ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ

研究と出産・育児・介護等との両立や研究力の向上を図る
ための取組を行う大学等を支援する。

1,087,722 0 1,087,722 0 0 国民 継続 一般会計 文部科学省

特別研究員（RPD）事業
   出産・育児により研究を中断した研究者に対して、研究
奨励金を支給し、研究復帰を支援する。

868,800 0 760,200 0 0 国民 継続 一般会計 文部科学省

仕事と育児、介護等の両立支援策
の推進

　両立支援制度の周知徹底と職場の環境整備を一層推進
するために、「各省庁両立支援連絡協議会」を開催すると
ともに、両立支援制度の説明資料を作成・配布する。
　また、仕事と育児の両立支援と男性職員の育児休業の
取得促進に向けた、シンポジウムの開催を行う。
　さらに、仕事と介護の両立支援について、各府省人事当
局等を対象とするセミナーを開催する。

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲） （再掲） 職員 継続 一般会計 人事院

（つづき）
育児・介護休業、短時間勤
務、短時間正社員制度、テ
レワークといった多様な働
き方を推進するとともに、
パート労働者の均衡待遇の
推進、働く意欲と能力のあ
る女性や高齢者の再就職や
就業継続の支援、促進等そ
の多様な働き方を推進する
ための条件を整備する
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

育児・介護休業法の円滑な施行（再
掲）

   育児・介護休業法の内容に沿った措置等の規定が適切
に整備され、制度として定着するよう、法の周知・徹底を図
る。

（再掲） （再掲） (再掲) （再掲） (再掲) 企業 継続 一般会計 厚生労働省

マザーズハローワーク事業推進費
（再掲）

事業拠点の増設等、マザーズハローワーク事業を拡充
する。

(再掲) (再掲) (再掲) （再掲） (再掲) 国民 継続 特別会計 厚生労働省

両立支援に関する雇用管理の改善
（再掲）

   両立支援制度を利用しやすい職場環境を整備するた
め、両立支援制度等に関する雇用管理改善に係る相談、
指導及び支援等を行う。
   また、両立支援に取り組む事業主への助成金を引き続
き支給する。

（再掲） (再掲) (再掲) （再掲） (再掲) 企業 一部新規 特別会計 厚生労働省

子育て支援推進経費（私立高等学
校等経常費助成費補助金）

   預かり保育を実施する、あるいは子育て支援活動を推
進する私立幼稚園に特別な助成を行う都道府県に対して
補助する。

4,511,000 0 4,601,000 0 0 地域 継続 一般会計 文部科学省

地域・まちなか商業活性化支援事
業（地域商業自立促進事業）

地域住民のニーズを踏まえた子育て支援施設や高齢者
交流施設等の整備など、商店街等による地域コミュニティ
の形成に向けた取組に対して支援を行う。

2,027,658の内数 0 2,300,000 0 0 地域 継続 一般会計 経済産業省

放課後児童健全育成事業

   共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童
に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放
課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を
図る。

子ども・子育て支
援交付金
98,175,565千円の
内数

0

子ども・子育て支
援交付金
94,210,232千円の
内数（※子ども・子
育て支援新制度の
実施に伴い厚生労
働省から移管）

0 0 内閣府 継続 特別会計 内閣府

待機児童解消策の推進など保育の
充実

　待機児童の解消を図るため、「待機児童解消加速化プラ
ン」の取組を強力に進め、保育所等の施設整備や小規模
保育等の改修による受入児童数の拡大を図る。
　また、保育人材確保のための保育士資格取得支援や再
就職支援等のほか、保育補助者の雇上げ支援や若手保
育士の離職防止のための巡回支援、人材交流等による
キャリアアップ体制の整備など、保育人材確保対策を総合
的に取り組む。

96,497,948 0 89,216,263 0 0 地域 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

地域と教育機関の連携による女性
の学びを支援する保育環境の在り
方の検討

大学等と地域の双方にとって有用な保育環境の在り方に
ついて、関係主体と連携して検討するとともに、調査研究
や実証的検証を通じて、先進事例の課題やグッド・プラク
ティスを把握し、地域と連携した大学等における保育環境
の整備の仕組みづくりのモデルを構築・普及することによ
り、女性の学びを支援する保育環境の充実を図る。

21,134 0 0 0 0 国民 新規 一般会計 文部科学省

在宅就業の環境整備のため
の枠組みを検討する

良好な在宅就業環境の確保
在宅就業を仲介する機関による安定的な仕事の確保

の支援等により、適正な在宅就業環境の整備を図るほ
か、必要な支援策等を検討する。

37,197 0 37,883 0 0 国民 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

妊娠・出産を経ても働き続
けたいという希望を持ちな
がらも離職する女性がいま
だに多い現状を改善し、育
児休業を取得しやすい環境
を整備するとともに女性の
就業率の向上を図る

多様な働き方に対応した保
育サービスの充実等多様な
子育て支援を推進する
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

男性の配偶者の出産直後の休暇取
得の促進（さんきゅうパパプロジェク
トの推進）

 　「さんきゅうパパプロジェクト」の取組は、子供が誕生す
るときに、家族が時を共にし、絆を深め、男性が家事・育
児をするきっかけになるよう、配偶者の出産直後の男性の
休暇取得を促すものである。
　少子化社会対策大綱（27.3.20閣議決定）においては、男
性による配偶者の出生後2か月以内の休暇取得率80％
（2020年）を目標に掲げており、出産後、休暇を取得すると
よい日や、休暇時にどのようなことをするのがよいかを紹
介するなど工夫をしつつ、引き続き、意識改革、機運の醸
成を図る。

12,097 0 0 0 0 国民 新規 一般会計 内閣府

男性の育児休業の取得促進
   育児を積極的にする男性（「イクメン」）を応援する「イクメ
ンプロジェクト」を実施することにより、男性の育児休業の
取得促進を図る。

69,803 0 49,895 0 0 国民 継続 特別会計 厚生労働省

両立支援等助成金（出生時両立支
援助成金）【再掲】

  男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに
取り組んでいる事業主及び配偶者の出産後８週間以内に
開始する育児休業を取得した男性労働者が発生した事業
主に助成する。

11,745 0 0 0 0 企業 新規 特別会計 厚生労働省

学校・家庭・地域の連携協力推進事
業（家庭教育支援）

   身近な地域において、すべての親が安心して家庭教育
を行えるよう、地域人材の養成や、家庭教育支援チーム
の組織化、学校等との連携により、保護者への学習機会
の提供や相談対応等の支援活動を実施するほか、家庭
教育支援員の配置による家庭教育支援体制の強化を図
る。

学校・家庭・地域
の連携協力推進
事業（5,245,862）
の内数

0

学校・家庭・地域
の連携協力推進
事業（5,078,752）
の内数

0 0 地域 継続 一般会計 文部科学省

学校・家庭・地域の連携協力推進事
業（放課後子供教室）

全ての子供を対象として、安心・安全な活動拠点を設け、
多様な体験や学習活動等の機会の提供を充実させる。

学校・家庭・地域
の連携協力推進
事業（5,245,862）
の内数

0

学校・家庭・地域
の連携協力推進
事業（5,078,752）
の内数

0 0 地域 継続 一般会計 文部科学省

土曜日の教育活動推進プラン

   質の高い土曜授業の実施のための支援策や地域にお
ける多様な学習、文化やスポーツ、体験活動など様々な
活動の促進のための支援策を講じることで、子供たちに
とってより豊かな有意義な土曜日を実現する。

1,258,582 0 1,356,295 0 0 地域 継続 一般会計 文部科学省

体験活動推進プロジェクト等の充実

   青少年の体験活動の推進を図るため、家庭や企業など
への普及啓発、企業CSRシンポジウム、体験活動等の評
価・顕彰制度に関する調査研究等を実施するとともに、青
少年の体験活動の理解者を増やし、体験活動の裾野を広
げることを目的とした地域創生事業を実施。
   また、地域において家庭・学校・青少年関係団体、NPO
等をネットワーク化し、自然体験活動等に関する相互の活
動情報の交換や事業の共同実施等を円滑化するための
「地域プラットフォーム」の形成を支援する。

51253 0 50,594 0 0
地域
国民
調査

継続 一般会計 文部科学省

地域のスポーツ活動や自然
体験活動、文化活動等への
親子での参加を促すととも
に、保護者や地域住民等の
学校支援活動などへの参加
を促進し、男性が子育てに
関わるきっかけを提供する

「パパ・ママ育休プラス」
等も活用した男性の育児休
業の取得促進や学校や地域
など様々な場で、男女が協
力して子育てに関わること
についての学習機会を提供
すること等により男性の子
育てへの関わりの支援・促
進を図る
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うち復旧・復興
経費（千円）

うち補正予算
（千円）

うち復旧・復興
経費（千円）

平成２８年度 仕事と生活の調和関係 予算

憲章・行動指針 施策・事業名 概要
平成27年度予算(千円）

対象
新規・継続等

区分
（H27⇒H28)

会計区分 府省名
平成28年度予算(千円）

参考資料４

学校・家庭・地域の連携協力推進事
業（家庭教育支援）

   身近な地域において、すべての親が安心して家庭教育
を行えるよう、地域人材の養成や、家庭教育支援チーム
の組織化、学校等との連携により、保護者への学習機会
の提供や相談対応等の支援活動を実施するほか、家庭
教育支援員の配置による家庭教育支援体制の強化を図
る。

（再掲） （再掲） (再掲) (再掲) (再掲) 地域 継続 一般会計 文部科学省

地域人材の活用や学校等との連携
による訪問型家庭教育支援事業

   学校や地域の関係機関等と連携した訪問型家庭教育
支援の体制構築を都道府県レベルで行い、効果的な手法
や課題解決の事例の蓄積をもとにしたモデルケースを作
成し、全国に展開する取組を実施する。

27,500 0 0 0 0 地域 新規 一般会計 文部科学省

子供の生活習慣づくり支援事業

   ライフスタイルの多様化などにより、家庭や社会の影響
を受けやすい子供たちの生活習慣の乱れが、学習意欲や
体力・気力の低下の要因の一つとして指摘されており、府
省や地域、団体、企業等との連携を図り、子供から大人ま
での生活習慣づくりを推進する。

25,971 0 30,390 0 0
地域
企業
国民

継続 一般会計 文部科学省

安定的な介護保険制度の運営

   高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化
の進行など要介護者を支えてきた家族をめぐる状況の変
化に対応するため、社会全体で高齢者介護を支える仕組
みとしての介護保険制度の安定的・効率的な運営のため
に、介護給付、地域支援事業等の実施に必要な経費を確
保する。

2,814,039,036 0 2,710,926,324 0 0 国民 継続 一般会計 厚生労働省

多様な教育訓練システムの
充実等、職業能力の形成支
援に係る労働市場の社会的
基盤を整備する

職業能力の形成支援に係る労働市
場のインフラの整備（再掲）

   公共職業訓練、職業能力評価制度の整備、キャリアコン
サルティング環境の整備、情報インフラの充実等を実施す
る。

(再掲） (再掲） (再掲) （再掲） （再掲） 国民 継続
一般会計
特別会計

厚生労働省

地方公共団体や市民・ＮＰ
Ｏ等による育児・介護の社
会的基盤づくりを支援する
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