
○地域の雇用創出・活性化
（多様な地域産業への重点的な支援の強化）

○キャリア教育の充実、若者の就職支援強化
○田舎暮らしを希望する若者の移住促進

など

×○非正規雇用の処遇改善、長時間労働の解消､
ワーク･ライフ･バランスの抜本強化

○結婚支援の強化、不妊治療への支援
○保育･教育費の負担軽減、保育サービスの充実強化

など

○高齢者や企業等による子育て支援 ○高齢者から子･孫の世代への資産移転の促進

少子化対策の抜本強化に向けた「３本の柱」
～合計特殊出生率2.07を目指すために～

Ⅰ 出生率を高めるための施策 Ⅱ 地方で家庭を築く若者を増加させる施策

Ⅲ 世代間の支え合いの仕組み
高齢者や地域、企業等の参加により、

世代間を超えて子育てを支え合う社会を目指す！

◆ライフステージに応じた施策の展開！
◆地域の実情に合った施策を強力に推進！

◆安心して子育てできる家庭を築くための
基盤となる雇用の場の創出と拡充！

①結婚を希望するより多くの人々が望みを叶え、
②希望する時期に安心して出産し子育てができる

社会を目指す！

③より多くの若者が、子育て環境が充実している
地方で家庭を築くことのできる社会を目指す！

Ⅲ 世代間の支え合い
Ⅰ 出生率 × Ⅱ 若者の人口

３

出生率2.07以上に! ＋α の効果！
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３ 子育て支援策の充実
・待機児童の解消
・保育士の安定的･継続的雇用のため

の処遇改善 など

○公的部門 ・地域の実情に合った切れ目のない少子化対策の推進
・地方の雇用の場の確保 ・政策目標の設定 など

Ⅱ 地方で家庭を築く
若者を増加させる施策

Ⅲ 世代間の支え合いの仕組み

Ⅰ 出生率を高めるための施策

1 総合的な結婚支援策の強化
・出会いの機会の提供や結婚相談

などの地方の取組への後押し
など

1 総合的な結婚支援策の強化
・結婚する若者や子育て世帯向け

住宅の供給促進
・国による結婚や家庭の良さなど

の啓発 など

2 妊娠・出産のための環境整備
・不妊への総合的な支援
・妊娠･出産の医学的な情報提供の

推進（ライフプランの形成促進）
など

6 若者が地方にとどまり働ける
雇用の場の創出

・若者の雇用につながる地域経済
の活性化
（農林水産業の６次産業化推進、

中小企業等を中心とした地域の
戦略産業の育成等）

・企業の地方移転の促進
・地方大学への支援と大学キャン

パスの地方移転の促進
・若者の就職･就活支援
・都市と地方との交流･移住の促進

など

4 子育てに伴う経済的負担の軽減
・段階的な幼児教育･保育の無償化 ・教育費の負担軽減 ・税制・年金制度等を通じた負担軽減策 ・子どもの医療費助成制度の創設 など
5 子育てを阻んでいる雇用環境と職場環境の改善

・正規･非正規雇用の二極化の是正 ・長時間労働の解消 ・妊娠･出産後も働き続けられる就労環境の改善､再就職支援 ・仕事と育児が両立可能な職場風土の
醸成に向けた意識改革 ・企業の子どもを生み育てやすい環境整備の取組の「見える化」 ・男性の家事･育児参画の促進 など

① より多くの方が

② より希望する時期に

① より多くの方が ＋ ② より希望する時期に！

③ より地方で

○民間部門 ・元気な高齢者による子育て支援 ・企業の結婚･子育て応援
・地域やＮＰＯ、民間団体による支援 など

官民協働

結 婚 妊娠・出産 子育て 就 労
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【重点施策１】地域少子化対策強化交付金の恒久化と弾力的な運用

【重点施策２】子育ての負担の大胆な軽減

【重点施策４】子どもの貧困対策の抜本強化

2 妊娠・出産のための環境整備
・安全･安心な周産期医療体制の

充実（医師確保対策の強化）
など

【重点施策３】
子ども･子育て支援
新制度に必要な財源

確保と更なる質の向上

少子化対策の抜本強化に向けたトータルプラン
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経済面の支援 経済面以外の支援

①未婚化・晩婚化の進行
□男性の5人に1人､女性の10人に1人が50歳

時点でも未婚
□平均初婚年齢と出産年齢の上昇

女性の初婚年齢：S45年 24.2歳 ⇒H25 29.3歳 5歳上昇！

第１子の出産年齢：S45年の25.6歳が、H25年は30.4歳に！

□未婚化・晩婚化の要因
未婚女性の89.4％、未婚男性の86.3％が
いずれは結婚したいと望んでいるが、
次のような理由で結婚できないと回答

①適当な相手に巡り合わない
②結婚資金が足りない
③異性とうまく付き合えない

結婚する若者や子育て世
帯向けの住宅の供給

不妊治療に対する支援

税制等を通じた負担軽減
策

結婚・子育て資金一括贈
与の贈与税の非課税措置

など

出会いの機会の提供

きめ細かな結婚相談
・支援体制の整備
結婚や家庭の良さ
などの啓発
妊娠・出産の医学的
な情報提供の推進
結婚から妊娠・出産
・育児に至るまでの
切れ目のない支援

安全・安心な周産期医療
体制の充実 など

②結婚しても理想の子どもの数をもてない。
□理想の子どもの数 2.42人

→予定する子どもの数 2.07人

□理想の子どもの数を実現できない要因
■子育てや教育にお金がかかりすぎる
・子ども1人当たりの教育には、全て公立

でも1千万円超の費用が必要

■子育てと仕事の両立が困難
・これ以上の育児負担に耐えられない
・夫の家事・育児への協力が得られない。
・正社員でも多くの女性が妊娠を契機に退職

段階的な幼児教育・
保育の無償化
子どもの医療費助成
制度の創設
教育費の負担軽減
少子化対策に資する
税制・年金制度等の検討

結婚・子育て資金一括贈
与の贈与税の非課税措置

教育資金一括贈与の贈与
税の非課税措置の延長

など

ワーク・ライフ・
バランスの実現
三世代同居・近居の促進
のための優遇策の検討
地域や企業による子育て
や見守り支援

幼児教育・保育等の量的
拡充と質の向上

など

H25
出生数

103万人
合計特殊出生率

1.43

②
希望する時期での

出産･子育てが叶えば
＋27.9万人 ＋0.35

①
結婚を望む方の
希望が叶えば
＋21.2万人

＋0.29

より希望する時期に！

より多くの方が！
未婚者への
結婚支援
により

総合的な
環境整備
により

14.0 

31.0 

50.8 

67.5 

76.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児時間なし

２時間未満

２～４時間未満

４～６時間未満

６時間以上

出生あり 出生なし

○ 夫の休日の家事･育児時間別にみた第2子以降の出生割合

婚姻率が
高まる

出産・子育ての
時期を早める

合計特殊出生率を２．０７（人口置換水準）にするためには
結 婚 妊娠・出産 子育て

仮に、既婚者が理想の子どもの数2.42を実現できたとした場合、
H25年の合計特殊出生率は 1.43 → 1.70

教育費 公立 私立

幼稚園 66 146
小学校 183 854
中学校 135 389
高等学校 116 289
大学 （学費、住居・食費、その他生活費等） 625 791

計 1 ,125 2,469

○とりわけ負担の大きい子どもの教育費用（H24：万円）

合計特殊出生率は
“2.07”以上に!!

【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歳、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
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全て公立でも
1千万超！
私立ならさらに
負担増!!

H26提言⇒実現！

H26提言⇒実現！

【重点施策１】
地域少子化対策強化交付金の

恒久化と弾力的な運用

【重点施策２】
子育ての負担の大胆な軽減

【重点施策３】
子ども・子育て支援新制
度に必要な財源確保と更
なる質の向上

（注）Ｈ２５人口動態統計調査等をベースに高知県で独自試算

（幼稚園～高等学校：文部科学省「H24子どもの学習費調査」 ／ 大学 ：日本学生支援機構「H24学生生活調査」

（厚生労働省：H24第11回21世紀成年者調査）

（国立社会保障・人口問題研究所：H22出生動向基本調査）

【参考：試算値の考え方】H25年人口動態の女性人口にH22国調の有配偶等の率を乗じて有配偶者
数を算出。有偶者当たり理想の子ども数と完結出生児数(1.96）の差分が増えると仮定し試算
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●会員登録制のパートナー探し ・検索システムにより、相談員が希望の相手とのお見合いをセッティング
●「ふれあいパーティ」の開催 ・センター主催のほか、市町村･NPO･企業等のパーティを共催･後援
●マリッジサポーターの結婚相談・市町村の協力を得て60カ所で928名のサポーターがきめ細かな相談会を開催
●結婚なんでも相談事業 ・会員以外の方も、本人や家族･友人を含め全センターで相談を実施

●出会いイベント事業 ・登録会員を対象に、市町･NPO等の応援団が開催するイベントの支援
●ひょうご縁結びプロジェクト ・県内10カ所のコーディネーターによる会員制のお見合い･相談
●婚活力アップ講座、ライフプランセミナー ・成婚に必要な能力の習得講座や大学生向けセミナーの開催
●こうのとり大使 ・ボランティア600名が、出会い事業の広報や縁結び交流会の企画･開催等を実施

○新たな少子化対策への一歩を後押し！
結婚から子育てまでの切れ目ない支援等、今まで踏み出せなかった課題に対し⇒H26年度は47都道府県と244市区町村が挑戦

○取り組み事例の情報共有による事業のブラッシュアップ！
事例の共有により、他事例を参考に事業内容を精査⇒更なるレベルアップ

○H25、26連年の補正予算措置により、PDCAサイクルによる更なる事業の進化！
連年の予算措置により、初年度の点検・評価を踏まえて事業を組立⇒より成果を意識した、質の高い企画による事業実施

【重点施策１】地域少子化対策強化交付金の恒久化と弾力的な運用

～地域少子化対策強化交付金の創設による効果～
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いばらき出会いサポートセンター 【茨城県】

ひょうご出会いサポートセンター 【兵庫県】

実績 （27.6.30）

会員数 2,896名

お見合い 13,826組

パーティ 1,627回

カップル 6,790組

成婚数 1,412組

実績 （27.6.30）

会員数 3,380名

お見合い 17,412組

イベント 3,239回

講座 123回

成婚数 1,024組 など

交付金の創設により、地方がこれまで踏み出せなかった課題に取り組むなど、高い政策効果が上がっている（別紙参照）
→「少子化社会対策大綱」においても、今後５年間を「少子化対策集中取組期間」と位置づけた上で、この５年間のみならずより長期的に必要な財源を

確保することとされている。これまでの地方の取組を一過性のものに終わらせないためにも、同交付金を当初予算化し、恒久化することが必要！

例えば結婚支援においては、独自の取組を進め、成果を挙げている先行事例がある。
→地域少子化対策強化交付金は、「少子化社会対策大綱」に掲げられた支援施策を地方の実情に応じて講じていくための財源。

成果を上げた先行事例を各地域の実情に応じた形で全国に広げていくためにも、運用の弾力化を図り、使い勝手の良い交付金とすべき！

【提言その１】当初予算に計上し、交付金制度の恒久化を図るべき！

【提言その２】より地方の創意工夫を活かす弾力的な運用を可能に！

～独自の取組を進め、成果を挙げている先行事例（結婚支援）～

交付金の恒久化と

より地方の創意工夫が活かせる
弾力的な運用が可能となれば、

取組はさらに加速！
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