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「少子化危機突破」のための提案 


平成２５年５月２８日 

少子化危機突破タスクフォース 

Ⅰ．基本認識 

１．我が国は、社会経済の根幹を揺るがしかねない「少子化

危機」とも言うべき状況に直面している。 
○ 少子化社会の問題は、結婚や妊娠、出生など個人の考え方や価値観

に関わる問題であり、個人の自由な選択が昀優先されることは言うま

でもない。一方で、少子化等による人口構造の変化は、我が国の社会

経済システムにも深く関係する問題であり、直接的には年金、医療、

介護に係る経費など社会保障費用の増大を招くとともに、経済成長へ

の深刻な影響も懸念されるという点で、社会的課題であるということ

を念頭に置いた対策が必要である。 

２．少子化対策を「新たなステージ」へ高める観点から、『少

子化危機突破のための緊急対策』に早急に取り組むべき

である。 
○ 現在も多くの若者が、将来家庭を持つことを望み、希望する子ども

の数は平均２人以上となっている。しかしながら、晩婚化が進むとと

もに、生涯未婚率が上昇しており、また、合計特殊出生率も 1.39 と、

結婚や妊娠・出産に対する国民の希望を叶えることができていない。

こうした国民の希望を叶える観点から、少子化対策は、政府をはじめ

関係者あげて取り組まなければならない国民的な課題である。 

○ 一方で、政府はこれまでも少子化対策に継続的に取り組んできたが、

少子化の進行に十分に歯止めがかかっているとはいえない。 

・いわゆる「団塊ジュニア世代」による「第３次ベビーブーム」は到

来せず、「出生数」の減少傾向が続いている。 

・「合計特殊出生率」は 1.26（2005 年）から 1.39（2011 年）まで上

昇したが、先進国の中でも低い水準である。しかも、このまま上昇
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傾向が続くかどうかも不透明である。 

・晩婚化が進むとともに、生涯未婚率は上昇している。 

○ フランスやスウェーデンの例のように、総合的な政策の充実・強化

によって、個人の価値観や選択を前提としながら出生率を反転させ、

少子化傾向に歯止めをかけることも可能であると考えられる。 

○ こうしたことから、政府は、従来の取組の成果と課題、地域の実情

やニーズを踏まえ、少子化対策の重要性に関して国民的な認識の醸成

に努めつつ、「少子化危機」を克服するために少子化対策を「新たな

ステージ」に高める観点から、『少子化危機突破のための緊急対策』

に取り組むことが強く求められている。 

Ⅱ．『少子化危機突破のための緊急対策』


１．基本方針 
○ これまでの少子化対策は、「子育て支援」と「働き方改革」を中

心に取り組んできており、『子ども・子育て関連３法』の成立や

『仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）憲章』の策定などを進め

てきたが、待機児童解消や、長時間労働の抑制等をはじめとし

て更なる強化が必要となっている。

一方、個人の希望の実現という点で政策ニーズが高く、出生率

への影響も大きいとされている「結婚・妊娠・出産」に係る課題に

ついては、これまでの取組は弱いのが現状である。 

【緊急対策の柱―「３本の矢」で推進】 

○ このため、『少子化危機突破のための緊急対策』として、 

・①「子育て支援」と②「働き方改革」をより一層強化するととも

に、 

・③「結婚・妊娠・出産支援」を対策の柱として打ち出すことにより、

これらを『３本の矢』として推進する。 
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【対策の狙いー支援を「新たなステージ」に】 

○ こうした対策をパッケージとして進めることにより、 

①結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」、 

②「第１子・２子・３子以降」のそれぞれに対応した支援 

の総合的な政策の充実・強化を目指す。 

【対策成功のカギ】 

○ 上記の取組にあたっては、当事者だけでなく、家族・地域・職

場が積極的に支援していく環境づくりが重要である。このため、 

①国民への情報発信と政府による着実な施策実行、 

②地域や職場の取組に対する社会的な支援、 

③子どもたちやシニア世代の「祖父母力」など幅広い年齢層の

参加促進 

を進めていくことが重要である。 
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２．緊急対策の柱―「３本の矢」で推進 

１．「子育て支援」の強化 

（１）「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行 

○ 我が国の「子育て支援」は、平成 24 年に「子ども・子育て関連３法」が成立

し、大きな転機を迎えた。この画期的な新制度を着実かつ円滑に施行するため、

25 年４月に「子ども・子育て会議」を設置し、検討を開始したところであるが、

地域における幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図り、地域の実情

に応じて、子育て支援が総合的に推進できる体制を整備する。 

（２）「待機児童解消加速化プラン」の推進 

○ 「子育て支援」において緊急的に取り組むべき課題として、都市部を中心と

する「待機児童問題」がある。この問題解消のため、子ども・子育て支援新制

度の施行を待たずに前倒しで、地方自治体に対し、できる限りの支援策を 25 年

度からスタートさせ、待機児童解消の「加速化」を図る。これにより、「緊急集

中取組期間」（平成 25・26 年度）に約 20 万人分の保育を整備し、「取組加速期

間」（平成 27～29 年度）に更に整備を進め、上記と合わせて、潜在的なニーズ

も含め約 40 万人分の保育の受け皿を確保する。 その際には、株式会社を含む

多様な主体でスピード感をもった施設整備を推進する。 

（３）多子世帯への支援 

○ 多子世帯特に３子以上世帯に対しては、子育てにかかる費用負担の軽減を図

る観点から、現在講じられている保護者負担における特例措置などの支援はも

とより、様々な支援を展開していくことが重要である。

（４）地域・職場の「子育て支援ネットワーク」 

○ 地域や職場における子育て支援を推進するとともに、親同士の交流や世代間

交流を促すため、スポーツや文化芸術等を基盤とした「子育て支援のためのネ

ットワークづくり」や、「企業・ＮＰＯ等の連携による子育て支援事業」、企業・

店舗等が参加する「子育て支援のためのパスポート事業」の推進、地域コミュ

ニティの子育て支援の拠点の確保、事業所内（大学・病院等を含む）の保育等

の支援を推進する。 
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２．「働き方改革」の強化 

（１）子育てと仕事の「両立支援」 

○ 男女が子育てをしながら仕事の責任を果たすことが可能になるよう、長時間

労働の抑制や働き方の柔軟化などの働き方改革を強力に進める必要がある。ま

た、現行育児・介護休業法の趣旨の徹底化を図り、子どもが３歳になるまでは、

希望する場合には、男女とも育児休業や短時間勤務を取得しやすいよう、企業

における環境整備を働きかける。パートタイマーなど非正規労働者も育児休業

を取れるよう職場環境づくりを進める。 

（２）中小企業の両立支援促進 

○ 仕事と子育ての両立の取組を促進するために、両立支援の取組を行うことに

課題が多い中小企業への配慮等が重要であり、育児休業取得後の円滑な職場復

帰支援として、「育休復帰支援プラン（仮称）」の策定等を行うとともに、育児

休業者の代替要員確保のための助成を行う。さらに、中小企業における仕事と

子育ての両立支援の好事例を普及し、企業の実情に応じた取組を促す。

（３）企業による「女性登用」 

○ 女性が子育てをしながら活躍して働くことができる環境整備という観点か

ら、個別企業における役員・管理職等への女性の登用や登用状況の情報開示に

向けた働きかけを行う。全上場企業において、まずは、役員に一人は女性を登

用するよう働きかけている。 

（４）ロールモデル等の普及 

○ 女性がキャリア形成をしていく上で、身近にロールモデル（キャリア形成で

の目標となる社員）やメンター（女性社員の相談・サポートをする社員）がい

ることは大きな支えとなることから、企業におけるロールモデルやメンターの

普及を図るとともに、女性就労者に対する教育訓練機会の拡充を促す。 

（５）男性の働き方の見直し 

○ 子育て期をはじめとして男性の働き方の見直しや意識改革も進めていく必

要があり、仕事と子育ての両立支援のほか、長時間労働の抑制や多様で柔軟な

働き方の促進等のワーク・ライフ・バランス施策を推進する。 

5 




2013/5/28 14:30 

 

 

 

３．結婚・妊娠・出産支援 

（１）結婚・妊娠・出産支援の「全国展開」 

○ 結婚を希望する者が結婚できるように、若者の経済面における安定の確保に

向け、自立に向けた支援、正規雇用化やキャリア形成等の支援に引き続き取り

組むとともに、新婚世帯に対する経済面などの支援措置を検討する。また、地

域や職場における取組を推進するため、全国レベルでの結婚・妊娠・出産支援

に関する情報共有や、先進的な事例等に対する表彰を行う。 

○ 中学生及び高校生等が乳幼児と出会い、ふれあう機会の推進や地域の青年活

動の促進等を図る。

（２）妊娠・出産等に関する情報提供、啓発普及

○ 妊娠・出産等について、適切な時期に正確な情報提供を行い、啓発普及を図

ることが重要である。このため、女性及び男性を対象にした多様な情報提供の

充実を図る観点から、その提供する情報の内容・時期・方法等について専門的

な検討を行う「情報提供・啓発普及のあり方に関する研究班」を設置し、具体

的な施策を検討する。 

（３）地域の「相談・支援拠点」づくり 

○ 地域における相談支援拠点の体制充実を図るため、「女性健康支援センター」

等について、電話・メール相談体制の充実（全国統一の番号、利用しやすい受

付時間の設定等）を進め、利用者が相談しやすい環境を整える。また、相談支

援拠点について全国統一番号の呼称等を分かりやすく覚えやすいものにする

など、周知を図るとともに、利用者がより気軽に利用できるようにする。 

（４）「産後ケア」の強化 

○ 産院退院後の悩みや孤立からもたらされる育児不安等は、第２子以降の出生

行動に影響を与えうるといった指摘や、児童虐待の問題にも関わっているとの

指摘がある。このため、退院後の母子にできる限り早期の接触を図り、必要な

支援につなげることが必要である。具体的には、早期の電話相談等の充実を図

る「産後早期ケア（産後３、４か月まで）」の強化や、産後ケアセンター等に

おいて休養（日帰り、宿泊）等を行う「産後レスパイト型事業」や、現在活動

していない助産師等を活用した子どもの世話に関する相談に対応したり、シニ

ア世代の活力である「祖父母力」を活用して、母親の話し相手や一緒に外出す

るなどの支援を行う「産後パートナー事業」をモデル事業として導入し、その

成果を踏まえて対応を検討する。 
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（５）地域医療体制（産科・小児医療）の整備 

○ 地域の産科・小児医療体制の整備のため、地域医療・医師確保に取り組む。

（６）不妊治療に対する支援 

○ 不妊治療に対する支援の在り方について検討し、その結果を踏まえ支援を進

める。 

４．国民的な認識醸成と地域プランへの支援 

（１）国民への情報発信と政府による着実な施策実行 

○ 我が国が直面している「少子化危機」を突破し、結婚・妊娠・出産・育児を

しやすい社会を作っていくには、これから結婚・妊娠・出産する世代や、現在

子育て中の世代への支援の重要性に加え、地域や職場における認識を深めても

らうため、広く情報発信を強化していくことが重要である。特に、企業の経営

者や自治体の首長の間で「少子化危機」に関する状況及び対策の必要性につい

て認識を広め、少子化対策への積極的な参加を推進していくことが重要である。

○ また、こうした少子化対策の展開にあたっては、具体的な政策目標・スケジ

ュール等を明確に示し、国民的な理解を得ながら着実に実行していくことが重

要である。 

（２）「地域・少子化危機突破プラン(仮称)」の推進 

○ 少子化対策においては、地域の実状に即した取組が重要である。このため、

地方自治体が創意工夫した「地域・少子化危機突破プラン（仮称）」を全国か

ら公募し、その中からモデル的な取組を選定した上で、集中的にその取組を支

援し、成果や課題について全国的に共有することにより、少子化対策の地域レ

ベルでの取組を推進・加速化させる。 

５．制度・財源面の対応 

（１）子ども・子育て支援新制度等の財源確保 

○ 「子ども・子育て支援新制度」の平成 27 年 4 月（予定）における円滑な施

行を図るため、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るための財源

として、消費税引き上げによる財源（0.7 兆円）を含め１兆円超程度の確保に

努める。 

○ また、「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行を確保し、待機児童解消

等を推進するため、平成 26 年度に「保育緊急確保事業」を実施する。 
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○ 地域において若者が経済面における安定性の確保ができる企業に雇用され

るなどの環境が整備され、結婚、子育てができる社会を構築するため、「結婚・

妊娠・出産支援」や「子育て支援」などの多様な取組に対して、安心こども基

金等の活用も含めた財政的な支援について検討する。 

（２）「次世代育成支援対策推進法」の延長・強化の検討 

○ 平成 26 年度で期限切れとなる「次世代育成支援対策推進法」について、官

民あげて「少子化危機突破」に向けた取組を推進する観点からも、その延長・

強化を検討する。
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＜具体的な提案＞ 


１．「子育て支援」の強化 

（１）「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行 

○ 我が国の「子育て支援」は、平成 24 年に「子ども・子育て関連３法」が成

立し、大きな転機を迎えた。この画期的な新制度を着実かつ円滑に施行するこ

とが何にも増して重要である。これにより、地域における幼児教育・保育・子

育て支援の質・量の充実を図り、地域の実情に応じて子育て支援が総合的に推

進できる体制を整備する必要がある。 

このため、平成 25 年 4 月に設置された「子ども・子育て会議」において、

早ければ平成 27 年４月に予定される本格施行を目指して、基本指針や各種基

準・公定価格等に関して検討を進めるとともに、地方自治体において「地方版

子ども・子育て会議」を設置するよう努め、事業計画の検討等を進めることが

求められる。 

（２）「待機児童解消加速化プラン」の推進 

○ 「子育て支援」において緊急的に取り組むべき課題として、都市部を中心と

する「待機児童問題」がある。この問題解消のため、子ども・子育て支援新制

度の施行を待たずに、地方自治体に対し、できる限りの支援策を講じ、待機児

童解消の「加速化」を図ることが重要である。その際には、株式会社を含む多

様な主体でスピード感をもった施設整備を推進する。 

こうした取組みを進めるにあたっては、保育の質の維持・向上の視点から公

民連携した研修の充実や保育士養成・確保に向けた様々な取組みを並行して

進めることが重要である。

①「緊急集中取組期間」における対応 

・「緊急集中取組期間（平成 25・26 年度）」で約 20 万人分の保育を集中的に

整備できるよう、国として万全の支援を用意し、「緊急プロジェクト」を推

進する。「緊急プロジェクト」においては、意欲のある地方自治体を強力に

支援（市町村の手上げ方式）し、今後２年間でできる限りの保育の量拡大

と待機児童解消を図ることを目的としている。参加市町村は、待機児童の

減少目標人数、保育の整備目標量を含む計画を策定することとなっている。

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新制度の先取り、
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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

援の５つの柱を支援パッケージとして推進する。 

②「取組加速期間」における対応 

・「取組加速期間（平成 27～29 年度）」において更に整備を進め、「緊急集中

取組期間」の取組と合わせて、潜在的なニーズを含め、約 40 万人分の保育

の受け皿を確保し、保育ニーズのピークを迎える平成 29 年度末までに待機

児童解消を目指す。

（３）多子世帯への支援 

○ 第１子、第２子、第３子以降では出生率に影響を及ぼす要因が異なっており、

第３子以降は、養育費や教育費等の経済的負担が重くなることが大きな影響を

与えているとの分析結果がある。また、現在の日本では、子ども３人以上の家

庭は様々な場面で「規格外」となり、かかり増しの経費がかかるとの指摘があ

る。 

多子世帯特に３子以上世帯に対しては、子育てにかかる費用負担の軽減を図

る観点から、現在講じられている保護者負担における特例措置などの支援はも

とより、様々な支援を展開していくことが重要である。

（４）地域・職場の「子育て支援ネットワーク」 

○ 「子育て」において身近に相談相手がなく、親が孤立しているような状況が

見られる。このため、「共働き家庭」のみならず、核家族で孤立しがちな「専

業主婦（夫）家庭」などを含めて、「子育て」を地域や職場で支援していくこ

とが重要である。

①「子育て応援ネットワーク」の強化 

・「子どもの育ちや子育て家庭を地域社会全体で支える」という趣旨に共感す

る地域の企業や子育て支援に取り組む団体で形成するネットワークを強化

し、多様な主体が「子育て支援」への参画を推進することが重要である。 

たとえば、子育て中の親を対象としてスポーツ等の地域活動を推進するこ

とで、子育て中という同じ境遇の親同士が交流できる「地域コミュニティ」

づくりにもつながると考えられる。また、スポーツなど地域における活動は、

親たちの情報交換や交流の場の創出のみならず、異なる世代の交流の場の形

成に資すると考えられる。さらに、地域に密着した活動は、自治体と連携し

て行うことにより、継続的な「地域コミュニティ」の形成につながる。こう

した、地域や職場、スポーツや文化芸術等を通じた「子育て支援のためのネ

ットワークづくり」や「企業・ＮＰＯ等の連携による子育て支援事業」、企
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業・店舗等が参加する「子育て支援のためのパスポート事業」について、全

国レベルの情報共有など推進を図る。 

②地域コミュニティの「子育て支援拠点」の確保 

・公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て

中の親子が気軽に集まって交流したり、育児相談や情報提供等が受けられ

る「地域子育て支援拠点」の整備を促進していく必要がある。これにより、

ＮＰＯなど多様な主体の参画による地域の支え合い、子育て中の当事者に

よる支え合いにより、地域の子育て力の向上を図ることが期待される。 

また、幼稚園が地域における幼児期の教育のセンターとして、幼児期の教

育の相談、情報提供、未就園児の親子登園、園庭・園舎の開放などの子育

て支援活動を実施する際に支援を行うことが重要である。 

さらに、乳幼児期から学童期以降も切れ目のない親への支援が重要なこと

から、地域の身近な学校や公民館等における学習機会の提供や相談対応等、

地域人材を生かした家庭教育支援の推進や、貧困家庭への生活支援の推進

が必要である。

③事業所内（大学・病院等を含む）の保育等の支援 

・多様な保育の受け皿を確保するため、事業所内における保育施設の設置・

運営等を支援する。大学等における保育施設の普及を進めることは、子育

て中の教職員や学生を支援するだけでなく、職業キャリアにおいて今後ま

すます必要となる社会人の学び直しにも貢献する、育児休業中や復職に向

けた「ブラッシュアップ」の機会とも考えられる。同時に、学生期からの

幼児とのふれあい機会にもつながるものである。 

２．「働き方改革」の強化 

（１）子育てと仕事の「両立支援」 

○ 男女が子育てをしながら仕事の責任を果たすことが可能になるよう、長時間

労働の抑制や働き方の柔軟化などの働き方改革を強力に進める必要がある。た

とえば、テレワークの普及は多様で柔軟な働き方の実現に資するが、日本では

欧米に比べて普及が遅れている。場所や時間にとらわれない働き方である情報

通信技術を活用したテレワークの普及に向け、柔軟な働き方や適切な評価が可

能となる新たなモデル確立のための実証事業の実施及びテレワークという働

き方の課題の抽出、好事例の収集・相談等を実施するとともに、テレワークを

支える基盤となるインターネット環境等の安全・安心確保対策を講じる。 

○ 育児期の働き方に関しては、現行育児・介護休業法の趣旨の徹底化を図り、
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子どもが 3 歳になるまでは、希望する場合には、男女とも育児休業や短時間勤

務を取得しやすいよう、企業における環境整備を働きかける。その際、仕事と

子育ての両立支援策の充実が、女性の活躍の場の拡大にマイナスとならないよ

うな配慮が必要となる。そのためにも、恒常的な長時間労働の削減や柔軟な働

き方の導入などを積極的に進め、育児休業や短時間勤務から円滑にフルタイム

勤務に復帰し、能力を発揮して活躍できる仕組みの整備が求められる。また、

パートタイマーなど非正規労働者も育児休業を取れるよう職場環境づくりを

進める 

○ 女性の起業等は、新たな需要の掘り起こしやそれに伴う地域の活性化、働き

方の多様化の観点からも期待されている。しかし、女性の起業等に際しては、

「経営に関する知識・ノウハウの不足」、「開業資金の調達」等の面で課題があ

り、これらの隘路解消に向けた支援が必要である。このため、女性等の起業・

創業に対する融資を行い、多様な資金調達の手段を提供するとともに、起業し

ようとする女性が様々な支援の中から必要なものを選択し、円滑に利用できる

よう、支援情報を分かりやすく案内する仕組みを構築する等の支援を推進する。

（２）中小企業の両立支援促進 

○ 職場において、育児休業制度や短時間勤務制度など多様な働き方により、就

業継続をしやすくする環境を整えていくことが必要であり、併せて、育児休業

後のキャリア形成の観点から、休業中や復職後の職業能力の維持・向上を図り、

円滑な職場復帰を支援することも重要である。その際には、両立支援の取組を

行うことに課題が多い中小企業への支援が重要である。 

○ このため、育児休業者の代替要員確保のための助成を行うとともに、中小企

業における仕事と子育ての両立支援の好事例を普及し、企業の実情に応じた取

組を促す。

（３）企業による「女性登用」 

○ 仕事と家庭の両立が困難であるなどの理由から、第一子出産を機に約６割の

女性が離職し、女性の労働力率は子育て期に当たる 30 歳代で低下する「Ｍ字

カーブ」を描いており、仕事と子育ての二者択一の状況にあることが伺える。

女性が子育てをしながら活躍して働くことができる環境整備が重要であるた

め、個別企業における役員・管理職等への女性の登用や登用状況の情報開示に

向けた働きかけを行う。全上場企業において、まずは、役員に一人は女性を登

用するよう働きかけている。 
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（４）ロールモデル等の普及 

○ 女性がキャリア形成をしていく上で、身近にロールモデル（キャリア形成で

の目標となる社員）やメンター（女性社員の相談・サポートをする社員）がい

ることは大きな支えとなることから、特に女性が少ない業界や職域、役職にお

けるロールモデルやメンターの普及が重要である。そのため、企業におけるロ

ールモデルやメンターの普及を図るとともに、女性就労者に対する教育訓練機

会の拡充を促す。

（５）男性の働き方の見直し 

○ 男性の子育てへの参画が進むことは、子どもが育つ環境、女性のキャリア形

成といった点において極めて重要である。しかしながら、子育て期の男性は、

長時間労働や休暇の取りにくさ等から家事・育児等へのかかわりは低調にとど

まっており、働き方の見直しや意識改革を進めていく必要がある。 

○ このため、仕事と子育ての両立支援のほか、長時間労働の抑制や多様で柔軟

な働き方の促進等のワーク・ライフ・バランス施策を推進する。

３．結婚・妊娠・出産支援 

（１）結婚・妊娠・出産支援の「全国展開」 

①新婚世帯等に対する支援 

・経済的な理由から結婚を躊躇する若者が増加している状況等を踏まえ、若

者の経済面における安定の確保を図れるよう、正規雇用への転換やキャリ

ア形成等の支援に引き続き取り組む。 

・また、新婚世帯に対して、地方自治体や企業において住宅支援など様々な

支援策が講じられているが、そうした取組の推進等を図る観点から、税制面

などの支援措置について検討する。

②地方自治体や企業・ＮＰＯ・団体の取組の支援 

・地域や職場における結婚・妊娠・出産支援として様々な取組が実施されて 

いる。こうした取組について、全国レベルでの情報共有や啓発普及を進め、

有用な取組の「横展開」を図る。特に、先進的な事例や顕著な功績があっ

た事例については、表彰を行い、一層の取組の推進を図る。 

③「キッズ・ボランティア」等の推進 

・核家族化の進行などから赤ちゃんに接したことのない若者が増えているた

め、乳幼児とのふれあいや母親の話を聞くことにより、生命の大切さや育
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児の楽しさ、大変さを知る機会を増やすことは重要である。保育所、児童

館や保健センターなどの公的施設等を活用して、中学生及び高校生等が乳

幼児と出会い、ふれあう機会を増やす取組を推進する。 

また、学校・家庭・地域において、生命の大切さや家庭・家族の役割、保

育体験を含む子育て理解等に関する教育を推進する。 

④地域の青年活動の促進 

・地域は、若者が人と人との出会い・交流を通じて成長する場として重要な

役割を担っている。調査によると「独身にとどまっている理由」として、「適

当な相手にめぐり会わない」という理由をあげる割合も高いことから、こう

した日々の人との交流やネットワークの形成を通じた多様な人々との「出会

い」の機会の拡大は結婚を希望する者に対する支援にも資するものと考えら

れる。また、地域の青年の国際交流活動への参画促進などを通じて地域社会

の中核的な担い手の育成を図り、こうした地域の青年活動を促進し、交流機

会の拡大を図ることも望まれる。 

（２）妊娠・出産等に関する情報提供、啓発普及 

○情報提供、啓発普及の必要性 

・我が国の国民の妊娠や出産に関する知識は、国際的にみて低水準であるとの

国際比較調査iの結果がある。これまで学校教育では体の発育・発達を基本と

して、性感染症や避妊に関する教育を行ってきており、妊娠可能性等を含め

た教育は、平成 26 年度の高校２年生から充実して実施するところである。 

・こうした状況を踏まえ、平成 22 年に策定された「子ども・子育てビジョン」

に基づく施策としても掲げられているように、妊娠等について発達段階に応

じて適切な情報提供を行い、啓発普及を図ることが重要である。

①情報提供、啓発普及の進め方 

・こうした情報提供、啓発普及においては、以下の点に留意する必要がある。 

（ｱ）基本的な考え方 

当然ながら結婚や出産は個人の決定に基づくものであり、国が介入するよ

うなことはあってはならない。行政における取組は、妊娠・出産等に関し

て正確な理解を深める上に有益で客観的情報の提供や啓発普及を行うこと

により、個人が生涯にわたって自分の健康を主体的に確保し、自己決定の

尊重を支援するものであることが基本となる。 

（ｲ）情報提供の対象者 

妊娠・出産、更にその後の子育てについては、女性と同様に男性に対する

情報提供・啓発普及を進める必要がある。この趣旨から、女性のみを対象
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とするかのような印象を与える名称や表現は避けることが適当である。 

（ｳ）情報提供の内容 

情報提供の内容は、対象者の年齢等に応じたものとすることが適当である。

健康管理やキャリア形成を支援する観点から、ライフプラン全体に関わる

知識・情報も含めたものとすることが有益と考えられる。 

（ｴ）情報提供・啓発普及の方法 

情報提供手法としては、多様な形態とすることが適当である。紙媒体だけ

でなく、スマートフォンなどインターネットを活用した媒体も有用である

と考えられる。 

なお、産婦人科学会・医会等と協力して、意識啓発や広報等のキャンペー

ンを推進することにより、情報提供・普及啓発を図ることも検討する。 

②研究班の設置 

・上記の考え方を踏まえ、女性及び男性を対象とした多様な情報提供の充実

を図る観点から、提供する情報内容・時期・方法等について専門的な検討を

行う「情報提供・啓発普及のあり方に関する研究班」を平成 25 年度中に設

置し、具体的な施策を検討する。 

（３）地域の「相談・支援拠点」づくり 

○相談・支援の必要性 

・思春期の健康相談、妊娠・避妊に関する相談等を行う「女性健康支援センタ

ー」が全国５０自治体に、不妊について悩む夫婦に相談指導を行う「不妊専

門 相談センター」が全国６１自治体に設置されているが、身近に気軽に利用

しにくい状況にあるため、地域における妊娠・出産に関する相談・支援体制

の強化を図ることが必要である。 

①地域の相談支援拠点の体制充実 

・「女性健康支援センター」や「不妊専門相談センター」について、全国統一

番号を設置し、電話やメールにより幅広く相談を受け付けるとともに、利用

者が相談しやすい受付時間の設定など、その環境の充実を図る。 

・また、センターの職員に対する全国規模での研修や情報交換体制を強化す

る。 

②気軽に利用しやすくする環境づくり 

・「女性健康支援センター」等の相談支援拠点について全国統一番号の呼称等

を分かりやすく覚えやすいものにするなど、周知を図るとともに、利用者が

より気軽に利用できるようにする。また、地域の住民や医療関係者等の関係
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者が参加するセミナーを開催することなども考えられる。 

・さらに、産婦人科についても、気軽に相談・利用できるよう、関係学会等

と協力して、親しみやすい呼称とするなど意識啓発や広報等を推進する。 

（４）「産後ケア」の強化 

○「産後ケア」の重要性 

・産前産後、特に産院退院後の悩みや孤立感は、第２子以降の出生行動に影

響を与えうるという指摘や、児童虐待は、乳児期の子どもが多くを占めてお

り、その背景には母親が妊娠期から一人で悩みを抱えていたり、産前産後の

心身の不調や家庭環境の問題があるといった指摘がある。 

・こうしたことから、妊娠期から地域で支援していく仕組みをつくることが

求められており、産婦人科医、小児科医、助産師等の医療従事者や、市町村

の保健師などが、妊娠の経過や子どもの成長過程に応じて連携していくこと

が重要である。例えば、産まれて間もない赤ちゃんとの生活に対して不安に

なったり、とまどったりしないよう、必要に応じて、産院の助産師等から市

町村の保健師等につなぎ、子育てについて相談等を行うことができる体制を

整備することが重要である。 

①「産後早期ケア（産後 3,4 ヶ月まで）」の強化 

・産後の母子にできる限り早期に接触し必要な支援につなげるため、「アウ

トリーチ型」の取組の充実を図る。 

・具体的には、助産師等の専門家による保健指導において産院退院後 1～2

週間等の早期の電話相談等の充実を図る。 

・また、「こんにちは赤ちゃん事業」の早期訪問を強化することが必要であ

る。 

②「産後レスパイト型事業」と「産後パートナー事業」の導入 

・産後レスパイトの充実のため、産後ケアセンター等において休養（日帰り、

宿泊）や乳房ケアを提供する「産後レスパイト型事業」をモデル事業とし

て推進する。 

・また、専門家によるファーストタッチの後、現在活動していない助産師等

が子どもの世話に関する相談等に対応したり、先輩ママやシニア世代が子育

て家庭を訪問し、話し相手や一緒に外出するなどきめ細かな支援を行うこと

により、円滑な育児のスタートを支援することも有用である。こうしたシニ

ア世代の「祖父母力」等も活用した「産後パートナー事業」をモデル事業と

して導入を図ることが重要である。 

こうした①②の「産後ケア」の強化方策については、モデル事業の結果を踏
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まえて対応を検討することが考えられる。 

（５）地域医療体制（産科・小児医療）の整備 

○地域医療体制（産科・小児医療）の整備 

・地域の産科・小児医療体制を整備するため、診療報酬改定や地域医療再生基

金等により、地域医療の確保に努めるとともに、都道府県に地域医療支援セ

ンターを設置し、医師確保等に取り組んできている。今後、社会保障制度改

革国民会議等の議論も踏まえ、医師不足への対応を含め、より効果的で効率

的な医療提供体制の構築に取り組む。 

（６）不妊治療に対する支援
・妊娠を希望する方を支援するという観点から、不妊治療に対する支援も重要

であり、不妊に悩む夫婦に対する相談支援や経済的負担の軽減に取り組んで

きている。 

・今後の支援策のあり方については、厚生労働省において検討を進め、その結

果を踏まえ支援を進める。 

４．国民的な認識醸成と地域プランへの支援 

（１）国民への情報発信と政府による着実な施策実行 

○ これまで政府は、我が国の少子化に関して様々な機会を通じて、深刻な状況

や今後の見通しについて情報発信を行ってきたが、十分とは言い難い。 

○ 少子化社会の問題は、結婚や妊娠、出産など個人の考え方や価値観に関わる

問題である一方で、少子化等による人口構造の変化は、我が国社会経済システ

ムにも深く関係する問題である。我が国が、今、待ったなしに取り組まなくて

はならない「少子化危機」とも言うべき状況に直面し、克服しなくてはならな

い状況にある。 

○ この直面している「少子化危機」を突破し、結婚・妊娠・出産・育児を望む

人の希望が実現する社会の構築に向け、これから結婚・妊娠・出産する世代や、 

現在子育て中の世代への支援の重要性に加え、地域や職場における認識を深め

てもらうため、広く情報発信を強化していくことが重要である。さらに、結婚

や子育てについては、大変なものであるというイメージが先行しがちであるが、

家族を持つことの素晴らしさ等についても、「家族の日」「家族の週間」等を通

して積極的に周知を図る。特に、企業の経営者や自治体の首長の間で「少子化

危機」に関する状況及び対策の必要性について認識を広め、少子化対策への積
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極的な参加を推進していくことが重要である。 

○ また、こうした少子化対策の展開にあたっては、具体的な政策目標・スケジ

ュール等を明確に示し、国民的な理解を得ながら着実に実行していくことが重

要である。 

（２）「地域・少子化危機突破プラン（仮称）」の推進 

○プランの公募・選定と評価・活用 

・少子化をめぐる状況は地域によって大きく異なっており、そうした地域の

実状に即した取組が重要である。このため、地方自治体が主体となって立案

する３～５年程度の「地域・少子化危機突破プラン（仮称）」を全国から公

募し、その中からモデル的な取組を選定し、支援する。 

・地域プランは、①地域における具体的な目標を設定し、②「少子化危機突

破」のための地域あげての取組を推進するものとし、③その成果・課題につ

いて調査分析の上、全国的に共有することにより、地域における少子化対策

の取組を推進・加速化させることが考えられる。 

５．制度・財源面の対応 

（１）必要な財源の確保 

①「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行（27 年度） 

・「子ども・子育て支援新制度」の平成 27 年 4 月（予定）における円滑な施

行を図るため、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るための

財源として、消費税引き上げによる財源（0.7 兆円）を含め１兆円超程度の

確保に努める。 

②「保育緊急確保事業」の実施（26 年度） 

・また、「子ども・子育て支援新制度」の円滑な施行を確保するとともに、

待機児童解消等を推進するため、平成 26 年度に「保育緊急確保事業」を実

施する。

③地域の「結婚・妊娠・出産・子育て支援」への財政的支援の検討 

・地域において若者が経済面における安定性の確保ができる企業に雇用され

るなどの環境が整備され、結婚、子育てができる社会を構築するため、「結

婚・妊娠・出産支援」や「子育て支援」などの多様な取組に対して、安心

こども基金等の活用も含めた財政的な支援について検討する。
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（２）「次世代育成支援対策推進法」の延長・強化の検討 

○ 平成 26 年度で期限切れとなる「次世代育成支援対策推進法」に

ついて、官民あげて「少子化危機突破」に向けた取組を推進する観

点からも、その延長・強化を検討する。 
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