
婚姻率が⾼まる

出産･子育ての時期を早める

【参考：試算値の考え方】①未婚⼥性の89.4％（未婚者のうち結婚を希望する⼥性の割合）が既婚者に移⾏すると仮定し、移⾏した⼥性の数に各年代の既婚者の出⽣率を乗じて試算
②現在の第1⼦出産平均年齢より約５歳前倒しで出産すると仮定し、2012年時点で30〜34、35〜39歳の既婚⼥性の数に５歳前の年代の出⽣率を乗じて試算

①､②を同時達成すれば、
合計特殊出⽣率は

0.65ポイントのアップ！

Ⅰ 出⽣率
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Ⅱ 若者の⼈⼝

③

より多くの若者が､
住み慣れた地方で働き
安定した家庭を築ける
社会が実現すれば････

①､②にも相乗効果
をもたらすなど、
⼀層の出⽣率の上昇
が期待！

H24
出⽣数

103.7万⼈
合計特殊出⽣率

1.41

②
希望する時期での

出産･子育てが叶えば

＋30万⼈ ＋0.37

①
結婚を望む方の
希望が叶えば

＋21.4万⼈
＋0.28

より希望する時期に！

より多くの方が！

より住み慣れた
地方で！

さらに
＋α

未婚者への
結婚支援
により

総合的な
環境整備
により 合計特殊出生率は

“2.06”以上に!!

＝

（注）Ｈ２４人口動態統計調査等をベースに高知県で独自試算

H24
第1子出産平均年齢

30.3歳

86.39.4

4.3

89.46.8

3.8

いずれ結婚するつもり

結婚するつもりはない

不詳

いずれ結婚するつもり

結婚するつもりはない

不詳

男
性

女
性

第1子出産年齢は
S45から約５歳上昇！

① 未婚者の結婚への意欲

（国立社会保障・人口問題研究所：H22出生動向基本調査）

②合計特殊出⽣率と第1子出産
年齢、初婚年齢の推移

26.9 

30.8 

24.2 

29.2 

25.6

26.7 
27.5 

29.1 

30.3 

2.13

1.76

1.42

1.26

1.41

24

26

28

30

32

S45 S60 H7 H17 H24
男性初婚年齢
⼥性初婚年齢

合計特殊出生率 第 1子出産平均年齢

男
性

女
性

現 状

（歳）

（％）

（厚生労働省：Ｈ２４人口動態統計調査）

合計特殊出⽣率を２．０７（⼈⼝置換⽔準）にするためには 【イメージ】



社会全体で結婚・子育てを応援する気運の醸成 （⼤規模なポジティブ・キャンペーンなど発信⼒の⾼い取組）

思春期におけるライフプラン教育の推進 （妊娠や出産に関する医学的知識の普及）
若年層のライフデザイン形成の促進 （仕事に加え結婚・⼦育てを視野に入れた将来設計の早期形成）

多様な出会いイベントの実施（集団の中から自分に合った相手を探す）
1対1での引き合わせ、マッチング（自分に合った条件で相手を探す）

サポーター等のきめ細かな支援（交際支援･相談･アドバイス）
婚活⼒向上につながるスキルアップ

（独⾝男⼥の個々の状況に応じた自⼰啓発）
婚活支援者の⼈材育成 （婚活事業の企画⼒や質の向上）

雇用環境の改善 （若者の就職対策、非正規雇⽤の正規化、仕事と育児が両⽴可能な労働環境の整備）
経済的負担の軽減 （結婚・⼦育て・教育に伴う費⽤の負担感の軽減）

１０代１０代 ３０代３０代 ４０代４０代２０代２０代

思春期～若年層への対策

結婚を希望するものの、後押しが必要な層への対策

⾼齢者層も含めた全世代の意識啓発に向けた対策

結婚できる環境整備に向けた対策

１

総合的な結婚支援
センターの設置

多様な出会いの機会の創出２
連携

企業地域

団体行政

きめ細かな支援、スキルアップ３

雇用･経済対策
少子化対策全般

多様な出会いの機会づくりから
きめ細かな支援･スキルアップまで、
個々の状況に応じて総合的に支援

４

５
10

子育ての前段階の対策として、「総合的な結婚支援策」が重要



都市部や本県のような中山間地域を多く抱える地方など、少子化に伴う現状や課題はそれぞれの
地域ごとに⼤きく異なり、多様な地域の実情に応じた対策が必要！

若い世代の⼈⼝若い世代の⼈⼝小 ⼤

子育て環境が充実

子育て環境の整備が必要

環境整備も進み、より⾼い次元の施策の
展開が可能な地域

○若い世代の結婚支援等の充実
○産業振興による若者の働く場の確保 など

○地域における周産期医療体制の整備
○小規模保育等の多様な子育てサービス

の確保 など

○待機児童の解消に向けた保育施設の整備
○仕事と育児を両⽴できる環境の整備 など

○多子世帯等への経済的支援の拡充
○⼥性の社会進出を促進する支援策 など

若い世代の増加につながる⼦育て環境の
整備に向けて、抜本的な強化が必要な地域

保育施設等の質的･量的拡充や、⼦育て
世代が働きやすい環境整備が必要な地域

⼦どもの数を増やし、若い世代の増加に
つながる取り組みが必要な地域

11

H25.11全国知事会「少子化危機突破基金の必要性」より抜粋

【国が統⼀的に実施すべきもの】
○若年者等の就職支援 ○非正規雇⽤労働者の雇⽤安定と処遇改善 ○仕事と育児の両⽴支援制度の整備
○出産⼀時⾦･育児休業手当⾦･⼦どもの医療費や多⼦世帯への助成など、⼦育てに伴う経済的負担の軽減 など

国が強化を
図るべきもの＝

【都市型の地域】
○保育所待機児童対策
○仕事と育児の両⽴支援 など

【⼈⼝減少地域】
○周産期医療体制の整備
○小規模で多様な⼦育て支援 など

地方に任せた方
が効果的なもの＋ ＝

【中間型の地域】
○未婚化・晩婚化対策
○産業振興など働く場の確保 など

＋

国は、全国的な制度の構築や財政支援などにより、地方の取組を強⼒に後押し！

Ⅲ 少子化の実情は地域ごとに異なり、地域の実情に応じた対策が必要



・地域住⺠がボランティアでサポーターに登録し、地域の若者の婚活をきめ細かく支援
・希望者の１対１での引き合わせ、アドバイスやその後のフォローなどに活躍

⼈⼝減少に伴い、県内の19町村で20代⼈⼝が500⼈未満という現状の中、結婚を希望する男⼥に様々な
出会いの機会を提供しながら官⺠共働で結婚を応援！

・県が主催し、結婚を望む男⼥の交流会を開催
・25年度末で述べ2,847⼈に出会いの機会を提供 ＜H26は1１回、定員900⼈予定＞

・市町村や地域団体等が開催する出会いイベントへの助成 ＜上限25万円＞

◆県内どの地域からも参加可能であり、
⾼い応募倍率
＜H21〜定員の2.８倍＞

出会いのきっかけ交流会の開催出会いのきっかけ交流会の開催

市町村や団体のイベントへの支援市町村や団体のイベントへの支援

年 度 H21 H22 H23 H24 H25
回 数 2 3 8 11 12
参加者 198 353 768 787 741
応募総数 998 1,303 2,418 1,943 1,996
カップル率（％） 30.3 19.8 23.4 22.9 36.4

年 度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
イベント数 10 11 11 8 11 15 16
参加者数 164 316 305 270 309 447 461

◆体験型や趣味型など多彩な内容で、
地域の若者が参加しやすい

婚活サポーターの活動促進婚活サポーターの活動促進

◆2１市町村で８６名が登録 ◆H22の制度開始以降、述べ1,657組を引き合わせ （H26.9月末現在）

「出会いのきっかけ交流会」の様子

現在の成婚報告
は２０組!
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多様な出会いの機会の提供⾼知県の取組：１



【機能１】総合的な結婚相談窓⼝
・結婚を希望する独⾝男⼥等の様々な相談を受け付け、ニーズに応じた

情報提供や具体的なアドバイスを実施
・婚活サポーターへの情報提供と研修、交流会参加者のアフターフォロー

など

【機能２】結婚相談に加え「出会いから子育てまでライフステージに
に応じた様々な相談」にも、ワンストップで情報提供！

・相談内容に最適な既設の専門相談窓⼝の紹介
・相談者の状況に応じた公的支援制度などの情報提供

※設置場所：⾼知県庁少⼦対策課内 ※相談受付：月〜⾦ 午前9時〜午後5時（来所のほか､電話･メール･FAX相談にも対応）

「⾼知家の出会い・結婚・子育て応援コーナー」の開設 ＜26.7.7〜＞

電話相談に対応する相談員

「出会いの機会の提供」「個⼈のスキルアップ」に加え、結婚支援の総合的な情報提供や、結婚相談
にきめ細かに対応する「常設の相談の場」を求める県⺠の声が多い。

◆相談件数（7月開設〜12月末現在）278件
＜主な相談内訳＞

＊最多は40代の結婚相談
＊男性が半数を超える
＊両親や親族からの相談が約３割

（5０代以上の相談57件）
＊約７割が電話相談
＊土日等の出張相談が28件

相談内容 件数
出会い･結婚 257
妊娠･出産 ３
⼦育て 10
就労 4
その他 4

婚活サポーターへの研修

地域少子化
対策強化
交付金事業

結婚から子育てまでのライフステージを通じた切れ目ない支援
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総合的な結婚相談窓⼝の開設⾼知県の取組：２


