
少子化社会対策大綱を踏まえた取組について
（不妊治療への支援）

内閣府子ども・子育て本部

資料２

令和２年10月26日
不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた検討チーム（第１回）



u 新たな「少子化社会対策大綱」を、令和２年５月29日に閣議決定。
u 基本的な目標として「希望出生率1.8」の実現を掲げ、目標実現のための具体的な道筋を示す狙い。

少子化社会対策大綱のポイント

l 2019年の出生数は86万5,239人と過去最少（「86万ショック」）
l 少子化の進行は、人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼす、国民共通の困難
l 少子化の背景にある、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む隘路の打破に強力に取り組む必要

背景

l 新型コロナウイルスの流行は、安心して子供を生み育てられる環境整備の重要性を改めて浮き彫りにした
l 非常時の対応にも留意しながら、事態の収束後に見込まれる社会経済や国民生活の変容も見通しつつ、総合的な少子化対策

を進める

新型コロナウイルス

l 「希望出生率1.8」の実現に向けて、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を大胆に進める

l 更に強力に少子化対策を推し進めるために必要な安定財源の確保について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での
費用負担の在り方を含め、幅広く検討を進める

結婚支援

地方公共団体が
行う総合的な結
婚支援の一層の
取組を支援
結婚に伴う新生
活のスタート
アップに係る経
済的負担を軽減

仕事と子育ての両立
＜男性の家事・育児参画促進＞
男性の育休取得30％目標に
向けた総合的な取組の推進

＜育児休業給付＞
上記取組の推進状況を踏ま
え、中長期的な観点から、そ
の充実を含め、効果的な制度
の在り方を総合的に検討

＜待機児童解消＞
保育の受け皿確保

地域・社会による
子育て支援

保護者の就業の有無等にか
かわらず多様なニーズに応
じて、全ての子育て家庭
が、それぞれが必要とする
支援にアクセスでき、安全
かつ安心して子供を育てら
れる環境を整備

経済的支援
＜児童手当＞

財源確保の具体的な方策と併せ
て、子供の数や所得水準に応じ
た効果的な給付の在り方を検討

＜高等教育の修学支援＞
多子世帯に更に配慮した制度の
充実を検討

＜幼児教育・保育の無償化＞
昨年10月からの無償化を着実に
実施

妊娠・出産への支援
＜不妊治療＞

不妊治療の費用助成を行
うとともに、適応症と効
果が明らかな治療には広
く医療保険の適用を検討
し、支援を拡充

＜切れ目のない支援＞
産後ケア事業の充実等

主な施策

【結婚しない理由】
男女とも「適当な相手に
めぐり会わない」が最多

【理想の子供数を持たない理由(理想1人)】
欲しいけれどもできないから（74.0％）
高年齢で生むのはいやだから（39.0％）

【理想の子供数を持たない理由(理想3人)】
子育てや教育にお金がかかりすぎるから（69.8％）

【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】
家事・育児時間なし：10.0％ ６時間以上：87.1％
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Ⅱ－３（１）妊娠前からの支援

（不妊治療等への支援）

○不妊専門相談センターの整備
・男女を問わず、不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を強化するため、不
妊や不育症に関する医学的な相談や心の悩みの相談等を行う不妊専門相談センターの整備
を図る。

○不妊治療に係る経済的負担の軽減等
・不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治療（体外受精、
顕微授精）に要する費用に対する助成を行うとともに、適応症と効果が明らかな治療には
広く医療保険の適用を検討し、支援を拡充する。そのため、まずは2020年度に調査研究等
を通じて不妊治療に関する実態把握を行うとともに、効果的な治療に対する医療保険の適
用の在り方を含め、不妊治療の経済的負担の軽減を図る方策等についての検討のための調
査研究を行う。あわせて、不妊治療における安全管理のための体制の確保が図られるよう
にする。

・不妊治療の治療水準の向上につなげるため、不妊症の治療方法等に関する研究開発に取
り組む。また、年齢が高くなると妊娠・出産に至る可能性が低くなること、不妊の原因は
男女どちらにもあり得ること、不妊治療を行っても子供を授かることができない場合があ
ること等を適切に情報提供する。

○不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備
・不妊治療について職場での理解を深めるとともに、仕事と不妊治療の両立に資する制度
等の導入に取り組む事業主を支援し、仕事と不妊治療が両立できる職場環境整備を推進す
る。
・国家公務員についても、人事院とも連携し、引き続き民間の状況を注視しつつ、不妊治
療を受けやすい職場環境の醸成等を図っていく。

少子化社会対策大綱における不妊治療についての記載
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〇結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会づくりに向けた
社会的機運の醸成

Ⅲ 基本的な考え方 ～新しい令和の時代にふさわしい少子化対策へ～
（４）結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる

結婚、妊娠・出産、子育てというライフイベントが生じたときに、周囲から温か
く受け入れられ、必要な支えを得られることは、何よりも重要なことである。結
婚、妊娠・出産、子育てを大切にするという意識が社会全体で深く共有され、行動
に表れることで、当事者の抱える不安や負担が軽減され、社会に支えられていると
いう実感を得られるようになる。また、これから結婚・子育てをしようとする若い
世代が、結婚や子供を生み育てることに前向きなイメージを持てるようになる。あ
わせて、子供を大切にし、心身ともに健やかな育ちを支えることは、一人一人の子
供の幸せはもとより、未来の担い手を育成することにもつながる。

そのため、行政、地域、企業、ＮＰＯ、様々な世代に属する人、メディア、教育
機関など、社会を構成する多様な主体がそれぞれの役割を果たしながら連携し、社
会全体で、不妊治療も含め妊娠・出産への理解を深めるための情報発信を行うとと
もに、若い世代の結婚の希望や子育てを応援する機運を高めていく。結婚や子育て
を通して人生が豊かになったと感じる人が増えるとともに、子供や家族が大事にさ
れる社会の実現に向けて、社会全体で行動を起こしていくことが重要である。

少子化社会対策大綱における社会的機運醸成についての記載
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「子育て応援コンソーシアム」について

○ 急速に進む少子高齢化という「国難」に直面する中で、
子育てを応援する社会的な機運の醸成に社会全体で取り
組むことが重要。
○ このため、内閣府特命担当大臣（少子化対策）をヘッ
ドとし、各分野の業界団体からなる「子育て応援コン
ソーシアム」を発足。
○ 本協議会が司令塔となり、各分野での子育てに配慮し
た取組の展開、各分野横断的なキャンペーンの実施等を
通じて、子育てを応援する国民運動を展開。

第２回会合
平成30年９月４日(火)
「サービスエリア・道の駅」、
「旅行・観光業関係」、
「金融・保険業関係」

第１回会合
平成30年７月31日(火)
「公共交通関係」、「小売業関係」、
「メディア・広告関係」

（於：イイノカンファレンス
センター）

（於：六本木
アカデミーヒルズ４９）

第３回会合
平成31年１月16日(水)
「農林水産業関係」

（於：赤坂インターシティ
コンファレンス）

第４回会合
令和元年７月３日(水)
「男性の育児休暇」、
「ベビーテック」
（於：中央合同庁舎

第８号館講堂）

「少子化克服戦略会議提言」（平成３０年６月４日
少子化克服戦略会議決定）（抜粋）

◆ 子育てにやさしい社会的機運の醸成に向けた国民運
動の基盤として、関係業界団体をメンバーとする官民
合同の「子育て応援コンソーシアム（仮称）」を立ち
上げ、子育て世帯にやさしいサービス・機能面の充実
への取組推進や全国キャンペーンを展開する。

第５回会合
令和元年11月12日(火)
「男性の育児休暇」、
「ベビーテック」
（於：丸ビルホール＆

コンファレンススクエア）

４



〇少子化社会対策大綱のPDCAサイクルを通じたフォローアップ

Ⅴ 施策の推進体制等
（２）施策の検証・評価

本大綱の施策について、その効果的な推進を図り、より実効性のある少子化対策
を進めるため、施策の進捗状況等を検証・評価し、必要な見直しにつなげるＰＤＣ
Ａサイクルを適切に回していく。

今後５年間を目処として、本大綱の施策について数値目標を設定するとともに、
その進捗を定期的にフォローアップする。数値目標の設定に当たっては、目指すべ
き成果を可能な限り定量的かつ客観的に示すとともに、実態を踏まえることに留意
する。

また、施策の進捗状況とその効果等を検証・評価し、施策の効果的な推進につな
げる。検証・評価に当たっては、より適切に実態を捉えるため、例えば雇用形態
別、就業形態別、地域別などで現状を把握・分析するとともに、目指すべき成果に
照らした定性的な評価も踏まえる。あわせて、政府全体として、有識者の意見を聞
きつつ、施策の進捗状況等を検証・評価するための体制を構築する。

少子化に関する調査研究や事例収集等を通じて、少子化の状況、施策の実施状況
等を適切に把握・分析し、政策的対応に向けた検討を行う。

少子化社会対策大綱におけるPDCAについての記載
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出生数、合計特殊出生率の推移
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資料：厚生労働省「人口動態統計」

（万人）
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1.36

最高の出生数
1949年 2,696,638人

７

○ 2019年の出生数は86万5,239人で、前年比53,161人減少。
○ 合計特殊出生率（2019年）は1.36で前年比0.06ポイント低下。



少子化の現状
●年間の出生数:865,239人（2019年・確定数）、合計特殊出生率:1.36（2019年）。
●出生率低下の主要因は、未婚化・晩婚化と有配偶出生率の低下。特に未婚化・晩婚化の影響が大きい。

⇒希望の実現を阻む隘路を打破することが必要。

4.27 
3.50 3.60 

2.83 2.65 
2.20 2.19 2.23 2.19 2.21 2.21 2.23 2.09 1.96 1.94 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

1940 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2005 2010 2015

(人

調査年次（年）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（夫婦調
査）」（2015年）
注：対象は結婚持続期間15～19年の初婚どうしの夫婦（出生子供数不詳

を除く）。各調査の年は調査を実施した年である。
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集2017」。
注：45～49歳と50～54歳未婚率の平均値。

○50歳時の未婚割合の推移

○夫婦の完結出生児数

若い世代の約9割が結婚に対する希望を持っているが、
・適当な相手にめぐり会わない…男性:45.3%, 女性:51.2%
・自由さや気楽さを失いたくない…男性:28.5%, 女性:31.2%
・まだ必要性を感じない…男性:29.5%, 女性:23.2%
・資金が足りない…男性:29.1％, 女性:17.8%
などの理由で、結婚の希望がかなえられていない。

出典：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（独身者調査）」
注：対象は25～34歳の未婚者。未婚者のうち何％の人が各項目を独身にとどまっている理由

（３つまで選択可）としてあげているかを示す。

未婚者・既婚者ともに平均して２人程度の子供を持ちたいという
希望を持っているが、
・子育てや教育にお金がかかりすぎるから…56.3%
・高年齢で生むのは嫌だから…39.8%
・欲しいけれどもできないから…23.5%
・これ以上、育児の負担に耐えられないから…17.6%
・健康上の理由から…16.4%
・自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから…15.2%
などの理由で、子供の数に関する希望がかなえられていない。

出典：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（夫婦調査）」
注：対象は予定子ども数が理想子ども数を下回る初婚どうしの夫婦。

予定子ども数が理想子ども数を下回る夫婦の割合は30.3％。

８



９資料：厚生労働省「人口動態統計」

平均初婚年齢と出生順位別出生時の母の平均年齢の年次推移

○ 平均初婚年齢は、上昇傾向が続いており、晩婚化が進行。
○ 第1子出生時の母の平均年齢は、1980年に26.4歳であったが、2011年には30歳を超え、2018年には
30.7歳となっている。
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」（2015年）

理想の子供数を持たない理由(理想･予定子供数の組み合わせ別)
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」（2015年）

予定子供数を実現できない理由



・少子化社会対策基本法※1に基づく総合的かつ長期的な
少子化に対処するための施策の指針

・2004年、2010年、2015年に続く第４次の大綱

１ 結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境を
つくる

・若い世代が将来に展望を持てる雇用環境等の整備
・結婚を希望する者への支援
・男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備
・子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援
・男性の家事・育児参画の促進 ・働き方改革と暮らし方改革
２ 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える
・子育てに関する支援（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
・在宅子育て家庭に対する支援
・多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
・子育ての担い手の多様化と世代間での助け合い

３ 地域の実情に応じたきめ細かな取組を進める
・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組に対する支援
・地方創生と連携した取組の推進

４ 結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる
・結婚を希望する人を応援し、子育て世帯をやさしく包み込む社会的

機運の醸成
・妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境の整備
・結婚、妊娠・出産、子供・子育てに関する効果的な情報発信

５ 科学技術の成果など新たなリソースを積極的に活用する
・結婚支援・子育て分野におけるＩＣＴやＡＩ等の科学技術の成果の

活用促進

＜基本的な考え方＞

少子化社会対策大綱（概要）
～新しい令和の時代にふさわしい少子化対策へ～

＜背景＞
・少子化の進行は、人口（特に生産年齢人口）の減少と高齢化を通じて、社会経済に多大な影響
・少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化、有配偶出生率の低下 ・背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因
・希望の実現を阻む隘路を打破するため、長期的な展望に立ち、必要な安定財源を確保しながら、総合的な少子化対策を大胆に進める必要
・新型コロナウイルス感染症の流行は、安心して子供を生み育てられる環境整備の重要性を改めて浮き彫りにした

学校の臨時休業等により影響を受ける子育て世帯に対する支援等の対策と併せて、非常時の対応にも留意しながら総合的な少子化対策を進める
＜基本的な目標＞
・「希望出生率1.8」の実現に向け、令和の時代にふさわしい環境を整備し、国民が結婚、妊娠・出産、子育てに希望を見出せるとともに、

男女が互いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択により、希望する時期に結婚でき、かつ、希望するタイミングで希望する数の子供を
持てる社会をつくる

※1 少子化社会対策基本法（平成15年法律第133号）（抄） 第７条 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。

＜施策の推進体制等＞
・有識者の意見を聞きつつ、施策の進捗状況等を検証・評価する体制を構築し、PDCAサイクルを適切に回す
・施策について数値目標を設定するとともに、その進捗を定期的にフォローアップ※2
・更に強力に少子化対策を推し進めるために必要な安定財源の確保について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討

このほか、ライフステージ（結婚前、結婚、妊娠・出産、子育て）ごとに施策の方向性を整理

※2 本大綱については、施策の進捗状況とその効果、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年後を目処に見直しを行うこととする。

（結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであり、個々 人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに十分留意）

2020年5月29日閣議決定
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