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○松田座長 定刻になりましたので、ただいまから「少子化克服戦略会議」第７回会議を

開催いたします。 

 松山大臣は、官邸の会議のためにおくれて到着される御予定です。 

 また、本日は田中内閣府副大臣、山下内閣府大臣政務官、大沼厚生労働大臣政務官にも

御出席いただいております。小林総務大臣政務官におかれましてはおくれて御到着される

予定です。 

 なお、本日、今村委員は欠席となります。 

 また、池田委員の代理として、日本青年会議所の鎌田副会頭。尾﨑委員の代理としまし

て、高知県の門田地域福祉部長に御出席いただいております。 

 本日は本会議の提言案についてでございます。 

 議題に入る前に、事務局より資料の確認をお願いします。 

○田中参事官 それでは、配付資料について確認させていただきます。 

 議事次第の次のページを見ていただきまして、本日は資料が１点、本会議の提言案でご

ざいます。そして参考資料を１点、少子化関係資料をお配りしております。また、本日は

日本青年会議所の資料を１点配付させていただいております。資料に漏れがありましたら

お申しつけください。 

○松田座長 それでは、議題に入ります。 

 前回の提言骨子案における御意見及びその後に事務局にお寄せいただきました御意見を

踏まえまして、提言案を作成いたしました。まずは資料「少子化克服戦略会議提言（案）」

につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○田中参事官 それでは、資料をごらんいただきたいと思います。「少子化克服戦略会議

提言（案）」でございます。前回の会議におきましていただきました御意見、さらにそれ

以降に各委員の方々から御意見をいただきまして、それらを調整いたしまして、最終的な

提言案として作成させていただいたものです。 

 それでは、全体の概要を御説明したいと思います。 

 まず、表紙のページに、前回も御意見がありましたが、この会議の提言につきましては

副題があってよいのではないかということでございまして、本日、副題案として「少子化

－静かなる有事－へのさらなる挑戦」というものをここで記載しております。 

 ページをおめくりいただきます。前回の骨子案でお示しした構成から大きな変更はござ

いません。文言の微修正、それから前回（Ｐ）としておりましたところにさらに記述がな

されております。 

 最初の「Ⅰ．はじめに」でございます。概要ですけれども、最初のパラにございますが、

年間出生数が100万人を切り、年間で人口が約40万人減少する社会。我が国の少子化はまさ

に国難とも言える状況である旨を記載しております。 

 ２つ目のパラグラフに参りまして、その国難とも言える状況、その少子化の影響という

ものは、身近な生活のさまざまな分野で顕在化してくる旨を書いております。 
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 ３つ目の○に参りまして、こうした少子化の克服を目指して、現政権では、待機児童の

解消等さまざまな取り組みが進められております。この会議では、こうしたさまざまな取

り組みとの相乗的な効果をもたらすために、いま一度これまでの子育てに係る取り組みを

鳥瞰し、欠けていた視点、いまだ不十分な取り組み、こういったものを当事者目線で洗い

出しながら、子育てに伴うさまざまな負担感や不安感が軽減され、子育ての喜びを社会全

体で分かち合うことを目指し、従来の発想にとらわれることなく検討を行ったとしており

ます。 

 「Ⅱ．基本的な考え方」に参ります。最初の○ですけれども、結婚や子供を産み育てる

希望を持つ全ての人たちが、その希望をかなえることができる社会を実現。全ての世帯に

それぞれの状況に応じた多様な選択肢が用意されるとともに、子供を産み育てようとする

希望、さらに、経済的負担の増す中で多子を産み育てようとする希望を持つ人たちを手厚

く支えていくことが重要であるとしております。 

 ２つ目では、当然のことながら、結婚、妊娠、出産、子育ては個々人の自由な意思決定

に基づくもの。施策は個人の意思決定に介入するものではないということ。そして、選択

の多様性への配慮が必要であることを記しております。 

 ３つ目に参りまして、少子化の状況というものは地域によって大きく異なっております。

少子化対策は地域の実情に応じて取り組むべきものであり、その際、従来より取り組まれ

ている狭義の少子化対策のみならず、より視野を広げて、地域の産業活性化や子育て世帯

に優しいまちづくりといった広義の少子化対策も同時に進める必要がある旨を打ち出して

おります。 

 次の４つ目ですけれども、その際には、活力・意欲あるシニア層、空き地・空き家、IT

を初め今後も期待される科学技術の成果などの新たなリソースを積極的に子育ての場に活

用する視点の重要性を記述しております。 

 下にございます「こうした点を踏まえ」というところ、２つマルがございますけれども、

この会議が少子化克服のための戦略を検討するに当たっての視点のポイントをここで２つ

総括しております。①としまして、子育ての時間的・空間的・経済的制約を解消し、希望

をかなえる。②子育てにあらゆる資源、前述しました活力・意欲あるシニア層、あるいは

IT等の科学技術の成果、そのようなあらゆる資源を生かし、負担感を軽減するという方針

のもと、以下、提言を行うとしまして、これ以降に示されます具体的施策の多くがこうい

った視点のもとに打ち出しがなされております。 

 次に「Ⅲ．少子化克服に向けた具体的な対応方針」に参ります。 

 まず「１．子育ての支え手の輪を広げる」です。子育てをめぐる環境というのは、それ

ぞれの世帯によってさまざまであること。その状況に応じた支援を届けることができる仕

組みを構築することが必要であると。 

 まず「（１）子育ての支え手の多様化」でございます。ここでは、まず育児の担い手で

ある夫の家庭への参加を促す。また、ひとり親家庭においても育児の心理的、身体的負担
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の軽減の必要性は同様であることから、育児にかかわる者の多様化が必要であること。 

 さらに広げまして、支え手としまして地域を見てみますと、地域においてはさまざまな

子育て支援サービスが展開しておりますけれども、そういった利用者目線に立った支援を

求めている側と、支援を提供する側をつなぐ取り組みを強化していく必要があるとしてお

ります。また、そうした際には、活力・意欲あるシニア層、そういった方々が参画してい

って、子育て支援の裾野を広げていく取り組みが重要であること。あわせて、家事の外部・

省力化も、育児時間の確保を可能にすることにつながるということから、こういった環境

づくりが必要である旨を記述しております。 

 下に参りまして、具体的に考えられる施策の例としまして、例えば最初の◆ですけれど

も、男性の育児休暇取得を促進するため、育児休業の分割など、弾力的な育児休業制度に

ついて、中長期的な視点に立って検討する等をこちらで打ち出しております。これは、例

えば子育て世帯の時間的制約の解消に向けた提言でございます。 

 ４つ目に参りますけれども、ベビーシッター利用料などの子育て費用に対する支援につ

きまして、税制上の優遇措置の要望の必要性について、整理・検討を進める。こうした経

済的制約の解消に向けた施策でございます。 

 次の次に参りまして、活力・意欲あるシニア層の活用につきまして、シニア層の活躍の

場として地域の子育て支援活動、ここでは「タマゴ（他孫）育て」というプレゼンもござ

いましたけれども、それに参画するためのネットワーク機能づくりであったり、次にあり

ますシニア層を初めとする地域の人材が手をかりたい子育て世帯のニーズとITを活用して、

例えば急な要請にも機動的に対応できるような仕組みを構築・強化するといった施策も書

いてございます。 

 ４ページに参りまして「（２）子育てに伴う様々な行事や活動の在り方の工夫」という

ことで、ここでは学校であったり幼稚園、保育園等々の関連の行事や活動は、多くが親に

とって子供の成長にかかわれる有意義な機会である一方、その運営方法によっては負担と

なり、仕事などとの両立の大きな阻害要因となり得るということから、施策の提言、以下

では、そういった学校・園関連の行事や活動の運営について、多様な世帯に配慮したあり

方を検討するというものをここで提言しております。ここでも子育て世帯の時間的制約解

消に向けた施策を提言しております。 

 次に「（３）子育てと仕事の両立の希望をかなえる職場環境づくり」でございます。こ

こでは、子育てをしながら社会で活躍することが当たり前に可能、そういった社会を実現

しなければならないとしておりまして、具体的には、時間や場所にとらわれない柔軟な働

き方の選択肢をふやすことが必要ではないかと打ち出しております。 

 施策の例としまして、最初の◆にございますが、子供の急病を初めとする子育て、介護、

不妊治療などさまざまな事情に対応して柔軟に休暇が取得できるよう、労働者の希望によ

って１時間単位の有給休暇取得を可能とする制度の企業への導入を促進するというもので

す。こちらもさまざまな状況にある方々の時間的制約の解消に向けた提言となっておりま
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す。 

 下に下がって４つ目ですけれども、企業におけるフレックスタイム制度あるいは今申し

上げた時間単位の有給休暇制度、テレワーク、転勤への配慮といった柔軟な働き方、こう

いった状況を女性の活躍推進企業データベース上に見える化するとございます。 

 その下にもございますが、子連れワーキングスペースの整備等、こういったものが時間

的あるいは空間的制約の解消に向けた提言となってございます。 

 次に５ページをごらんください。「２．『子育てに寄り添うまちづくり』を応援する」

としております。人口減少・高齢化が進む中で、自治体におかれてはまちづくりの再構築

が求められている。こうした中で、子育て世帯の暮らしに主眼を置いたまちづくり、いわ

ば「子育てに寄り添うまちづくり」を展開していく必要性をこちらで提言しております。

子育て世帯は日々の生活でさまざまな、用事をかかえて外出、移動が必要になってきます

ので、こういったことから空間的制約の解消に向けたさまざまな提言がこちらの２．の部

分になってまいります。 

 次のパラグラフで「具体的には」とございますが、例えば人口が密集する都市部では、

生活するという観点から、交通利便性の高い主要駅などを拠点に、公共サービスの窓口で

あったり医療機関、小児科とかですね、あるいは保育施設、相談機関といった福祉、さら

には商業施設など生活利便機能を集積・ネットワーク化する。さらに、働くという観点か

ら、それらの集積・ネットワーク化を通勤動線上の主要な拠点を中心に展開することもこ

ちらで打ち出しております。 

 下の具体的施策のところにもあるのですけれども、例えば人口密集地域では、今、申し

上げたような点。 

 それから、２つ目の□で郊外でのサテライトオフィスやコワーキングスペースの整備と

いった大都市への通勤を不要として、職住近接で働くことを可能にする環境整備などをこ

ちらで例として挙げてございます。 

 また、地方都市、過疎地域での取り組みとしましては、最初の□にございますが、駅や

道の駅などを拠点として大型遊具や多世代交流の場等々を集積することによるにぎわいの

創出、また次に、子育て機能を有する施設を誘導施設として位置づけたコンパクトシティ

化の推進。 

 次のページに参りまして、移住希望者に対する情報発信であったり、自治体間連携によ

る広域的な結婚支援などを例示としてここで挙げております。 

 次に「３．子育て世帯をやさしく包む社会づくり」という見出しにいたしました。前回

の社会的機運づくりというヒアリングを行いまして、こちらの３．としております。 

 ここでは、誰もが子供を産み育てやすいと実感できる国。面識がなくとも周囲が親子連

れに気軽に声をかけ、手を差し伸べる温かい社会を実現する。そのためには、国・自治体

のみならず、企業・団体、さまざまな世代の方、一人一人がそれぞれの立場で子育てを応

援していく姿勢を持ち、社会全体で子育て応援の機運を盛り上げることが不可欠であると
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しております。 

 下の施策の例でございますが、最初の◆に、子育てに優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、子育て世帯に優しいサービス・機能面の充実への取り組み

推進や全国キャンペーンを展開する。 

 ２つ目に、ITを活用しました子育て支援パスポートの利用促進、あるいはこの事業にお

ける子育て世帯向けのサービスの充実支援。 

 ３つ目でございますが、前回も諸外国の状況について発表がございましたが、この子育

てパスポート事業の発展系としまして、フランスにおける大家族カード制度も参考にしつ

つ、生活に係る幅広い分野で多子割引制度の普及促進を図るというものでございまして、

こういったものが経済的制約の解消にも資するものと考えられます。 

 次のページに参ります。７ページの「４．結婚、妊娠、出産段階から切れ目なく支援す

る」というもので、子育て支援、子育てに対して抱く不安感を軽減すると同時に、結婚、

妊娠、出産の全ての段階において切れ目のない支援を展開する必要性をこちらで記述して

おります。 

 （１）としましては、もとより結婚支援に当たっては、その希望を持っている人を対象

とするものであって、価値観の押しつけにならないよう最大限留意する。その上で、出会

いの場の提供支援を展開していくとしておりまして、施策の例としまして、ITなどを活用

したきめ細やかな出会いの場の提供支援の展開とともに、広域化に向けた取り組みの強化

などを記載しております。 

 （２）に参りまして、子供を持ちたい希望を妊娠前から切れ目なく応援する。妊娠、出

産に関する希望がかない、誰もが安心して妊娠期間を過ごし、出産できるよう、子供を持

つことを希望する人を適切に支援する。年齢や健康問題を理由に理想の子供の数を実現で

きない人も多いことを踏まえまして、不妊治療の充実も含め、妊娠前から切れ目ない支援

をする。また、理想の子供の数を実現するためには、子供の数に伴って増加する経済的負

担の問題にも対応していく必要があると記述しております。また、初婚年齢が上昇してい

ることに伴いまして、出産間隔が短期化している傾向もございます。多子世帯においては

経済的負担が一時期に集中的に発生する可能性が高いことから、これまでの各種取り組み

に加えて、今後、多子世帯へのより手厚い支援のあり方について検討を行うべきであると

しております。 

 具体的な施策としまして、最初の◆にございますが、最初の段階であります妊娠、出産

期における経済面、公的助成の利用に係る手続面を含めたさまざまな負担を軽減していく

ことが重要であるということで取り組みを進める。経済的制約の解消につながるものです。 

 最後の◆でございますが、不妊治療の助成制度について、今後とも費用面等から実態把

握を行いまして、心理的な支援、助成制度についてさらなる検討を進める。また、不妊治

療に関する研究の充実を図る旨を記載しております。 
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 最後でございますが、前回は「おわりに」としておりましたが、最終案では「今後に向

けて」というタイトルになっております。 

 少子化の克服には息の長い取り組みが必要であって、欧州諸国の一部では出生率の回復

を遂げたと言われる国もございまして、継続的な取り組みを続けている旨を書いておりま

す。 

 その中で、次のパラグラフですが、家族関係社会支出の対GDP比、我が国の場合1.31％の

ところ、フランス、スウェーデン等の欧州諸国と比べて低水準になっていることから、今

後、より一層の少子化対策を行う上で必要な財源を確保することについて国民的な議論が

深まり、さらなる検討がなされることが必要であるとしております。 

 次のパラグラフでは、こうした少子化対策は成果があらわれるまでには年月を要するも

のでございますので、世代を超えてしっかり取り組むべき課題である。現世代における真

摯な議論・取り組みが次世代にもしっかり引き継がれて前に進んでいくよう、政府一体と

なって継続的に議論が行われることが重要であること。 

 そして、本提言の内容は、制度改正を伴う中長期的検討が必要なものから、現在の施策

の延長線上にあるものまで多岐にわたるものであることから、できることから直ちに着手

することが肝要であるとしております。そして、最後にいま一度、国民一人一人が子供や

子育て世帯を優しいまなざしで包み込み、その温かみを皆が実感できる社会をつくってい

くことが次世代への責任であると感じるよう、少子化克服に向けた国民の意識喚起を図り、

さらなる対策の強化に向けた継続的取り組みの展開を期待するとして結んでおります。 

 以上です。 

○松田座長 ありがとうございました。 

 それでは、今、事務局から説明のありました我々の提言案につきまして、座長として私

から総括を簡単ですがさせていただきたいと思います。 

 まず、ここに至るまで短い期間でしたが、かなり集中的な議論を行ってきたと思います。

そして、この最終案は、前回会議で我々がここで議論した内容をもとに修正したものであ

り、さらにそれをその後、皆様から期日までに御意見をいただきまして、最後の最後まで

修正し、文言の調整が済んだ最終版でございます。提言案は、これまで委員の皆様からい

ただいた御意見を十分反映したものになっていると私は思います。 

 幾つかポイントを申し上げさせていただきますと、初めにこの提言案は、希望出生率1.8

を目指し、国難と位置づけられた少子化を克服する必要があると。こうした立場から我々

は議論し、この提言をまとめております。この問題に正面から向き合った提言となります。 

 そして、提言の１ページの「Ⅱ．基本的な考え方」につきましては、少子化を克服する

ための幾つか大事なコンセプトを我々は盛り込んだと思います。１つは、結婚、出産、子

育ての希望を応援するものである。あくまでも我々は強制するのではなく、希望を応援す

るものです。その上で、全ての世帯にそれぞれの状況に応じた多様な選択肢を用意します

と、それが必要。さらに、狭義の少子化対策、広義の少子化対策としまして、これは都市
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地域のみならず地方まで視野に入れた政策が必要である。そして、先ほど事務局様から丁

寧な説明がありましたが、経済的負担が増す中で多子を産み育てようとする希望を持つ人

たちを特に手厚くと、こうした視点を盛り込んでおります。 

 そして、２ページ以降のⅢ．でそれぞれ具体的な施策案を我々は提言したわけでござい

ますけれども、ここまで具体的に文言を記入したということになります。逐一の説明は省

略しますが、例えば育児休業の分割取得や弾力的な制度、そのほか一時預かり事業を、さ

まざまな状況にある家庭の負担軽減につながるよう一層配慮する。あるいは育児のために

離職した女性の再就職・復職支援、そしてまた継続就業支援。子育て支援パスポートなど

を実施しておりますが、それをフランスの大家族パスなども参考にしまして、生活に係る

幅広い分野で多子世帯割引制度等の普及促進を図る。また、ITなどを利用したきめ細やか

な出会いの場の提供の支援。さらに、妊産婦世帯の伴走型の支援等々も必要など、我々が

かなり具体的に提言したものが盛り込まれることになりました。 

 そして、最後、「今後に向けて」におきましては、この提言で終わるわけではなくて、

やはり少子化克服のためには長い期間の取り組みが必要です。そして、財源の確保も必ず

必要になる。そうしたことを書かせていただいております。最後には、政府一体となって

継続的に議論が行われることが重要であり、さらなる少子化対策の強化に向けた継続的な

取り組みなどを期待したいと考えております。 

 以上のとおり、我々の最終提言はかなり内容の濃いものになったと思っています。 

 数日前に報道されましたが、昨年の出生率が1.43という形で、我々、少子化は回復基調

にまだあると私は思っておりますが、もう一段の強い少子化対策が必要とされている時期

に来ているのではないかと思います。我が国の少子化克服に向けまして、このタイミング

で我々も提言を出すことが必要であり、今でしょと思います。あの方のネタではないので

すけれども。 

 以上、私の話が長くなりましたが、簡単な総括とさせていただきました。 

 この最終案をもちまして、本会議の提言としたいと思いますが、皆様、よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と声あり） 

○松田座長 ありがとうございます。 

 それでは、今、皆様から了承いただきましたので、この本日の提言案でありますけれど

も、案が取れまして、「少子化克服戦略会議提言 『少子化－静かなる有事－へのさらな

る挑戦』として、これを我々の提言としたいと思います。ありがとうございました。 

 実はまだ時間があるのです。主役がまだ御到着されていないので。 

 それでは、本日は最終回ですので、皆様から今後の少子化対策の展望等に関する御意見

あるいはこの会議を振り返りましてここまでの御感想等、お一人お一人御発言いただけれ

ばと思います。今、私は時計をじっとにらみながら進行しておりますが、１人３分以上、

十分お話しすることができますので、思いの丈を最後にお話しいただければと思います。 
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 五十音順に進めさせていただければと思いますので、五十嵐委員からお願いできますで

しょうか。 

○五十嵐委員  

 まとめていただきましたこと、改めて感謝申し上げたいと思います。その上で、改めて

少子化に対する認識について、今後の推進のために基本的な考え方として３点ほど申し上

げたいと思います。 

 ここにも書いてございますけれども、１点目、少産・少子化の要因というのはやはり晩

婚化・晩産化でありますので、これは長い年限かかってでしか解決の方策はないわけです

から、今からできることに手をつけていくという考え方が必要だと思います。中でも女性

が結婚して子供を産んでも働きがいがあり、働きやすい、そういう職場環境づくりが必要

で、男女ともに働き方改革は不可欠だと思っています。働き方改革はとかく長時間労働是

正、これは重要でありますけれども、現場で長く働いていただくには働きがい、働きやす

さ、この両方だと思っています。 

 それを鑑みるにも、２点目ですが、地域でいろいろやっていますと、関係者の危機意識

はいまだ低いと言わざるを得ないと思います。特に民間企業なども、企業における人手不

足というのは深刻ではありますけれども、まだまだどこか、人がどこかにいるというよう

な感覚を持っているような気がいたします。少子化対策は企業における人材の確保という

意味からも、地方公共団体と民間企業が協働で進めることが必要です。前にも申し上げた

かもしれませんが、少子化対策というか女性活用といえば、企業の方々がコストがかかる

と言われるのですけれども、これはコストがかかるという問題ではなくて、それは将来の

リスクテーキングになってしまうわけで、そこをきちんと認識していただかないと進まな

いと思います。官民協働というところは必須だと思います。 

 最後に地域ですけれども、少子化と人口減少と高齢化というのは三位一体で進む課題で

あります。地域の方と話をしていると、少子化対策と高齢化対策と、どうしても予算ある

いは人材を取り合うみたいな印象を持たれているところがあるようですけれども、それは

やはり考え方を変えていただいて、地域共生社会と言われていますが、それぞれのニーズ

を組み合わせることによって新たな仕組みをつくっていく。提言の中でもシニア層の活用

と出ていますが、そういう考え方を取り入れていただくという、地域においても地域の仕

組みのつくり方の考え方を変えていくということは必要だろうなと思います。 

 以上３点、まだまだ地域あるいは民間企業に十分にこの考え方は浸透していませんし、

意識は低いという認識を持って取り組んでいかなければいけないなと思っています。 

 以上です。 

○松田座長 ありがとうございます。 

 続きまして、鎌田様、お願いします。 

○鎌田副会頭（池田委員代理） 本日、池田会頭が欠席しておりまして、代理で出席させ

ていただいていることに感謝を申し上げます。 
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 まずは、我々青年会議所もこの会議に参加させていただいて、大変勉強になったことを

感謝申し上げます。そして、先ほど決定されました提言につきまして、中小企業に関する

もの、また地域に関するものなど、積極的に私どもの拙い意見を取り上げていただいて、

松田座長、また事務局の皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。非常に踏み込んだ提

言となっておりまして、この提言から少しでもすばらしい政策が生まれてくることを心か

ら期待させていただきたいと思います。 

 それにあわせまして、私ども、20歳から40歳までの会員で占められる青年会議所はまさ

に子育て世代でございまして、このようなすばらしい提言を受けて、我々自身が子供を産

み育てる世代として、危機意識と、そして責任感を持って今後も取り組んでまいりたいと

思っております。 

 また、中小企業の集まりといたしましても、やはり問題になっている働き方改革や、女

性の積極的な活用に取り組んでいかなければならないと感じさせていただいております。 

 しかしながら、この少子化対策というものは、先ほどからありますように時間のかかる

ものではあります。一方で年代別の出生数ということで見ると、フランスの例を見るまで

もなく、割と政策から反応が出るまでに数年と期間が早いものだと思っておりますので、

この提言から生まれる政策というものがどのような成果を生むのかというのをしっかりと

注視していかなければいけないと考えております。 

 そこで、先日、松山大臣にも私どもから提言書を出させていただきました。こちらの中

には既にこの提言書に組み込まれているものもございますが、さらなる一歩として提言を

させていただきました。今後も我々青年会議所として、このような提言、また地域での活

動というところにつなげてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○松田座長 続きまして、大村委員、お願いします。 

○大村委員 まずは座長、もしくは関係者の皆様に本当に御礼を申し上げたいと思います。

それは、この中にITなども活用しつつということと、出会いの場を強調いただいて、我々

JUNOALLといたしましては、これで本当にさらに加速して、今、年間１万人の結婚を目指し

てボランティアでやっておりますけれども、慎重にですが、頑張って拡大したいと考えて

おります。 

 また、この中に同じような趣旨で、若者の都市部への流出に悩む等々ということがあり

まして、それが一部、サテライトオフィスやコワーキングの整備ということで、我々はビ

ジネスとボランティアでfabbitというブランドでコワーキングスペースを展開して、ブラ

ンドの違うものも入れますと、今、国内外グループで四十数カ所やっておりますが、アメ

リカでは実はハブとスポークということで、中心部にあるコワーキングと地域のローカル

にあるスポークということで、ローカルで余り移動しなくていいように、地域の経済のバ

ランスが崩れないようにという趣旨も入ったことで展開をさせていただいておりまして、

これは日本のほうでハブ・アンド・スポークということで、もっともっと地域、地方にコ

ワーキングスペースやサテライトオフィスを展開したいと思っております。 
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 もちろんつくればいいということではなくて、そこで得る情報でありますとか、俗に言

うエコシステムというのが大事ですので、この辺もこの趣旨にのっとってしっかりと取り

組んでいきたいと考えております。 

 本当に満足する内容でありがとうございました。感謝申し上げます。 

○松田座長 ありがとうございます。 

 奥山委員。 

○奥山委員 ありがとうございました。本当に座長を初め、各委員で意見を出し、１カ月

に１回もしくは２回も委員会で議論し、ここまでまとめていただきましたことに感謝を申

し上げます。 

 私は地域子育て支援の立場から、子育て家庭の現状ということを肌身で感じている立場

におります。もう来年には平成の元号が変わるわけですけれども、私たち、昭和生まれで

すが、平成ファミリーを築いた者で、平成時代の子育て家庭の変化というものをどう評価

するのかという振り返りの時期に来ているのではないかと思っております。例えば2001年、

私たちのエリアの保育所は31カ所だったのですが、現在123カ所で、４倍になるなど、非常

に保育園がふえた。女性がお子さんを預けて仕事ができる環境が整ってきた。そういった

時代だったろうと思います。 

 ただ、今、親子を見ていますと、何か保活にとても苦労されていたり、妊娠中から保育

園をどうするかというようなことに翻弄されていたり、相談機能がないということを実感

しております。例えば今、高齢者のほうの例を言ってくださった方もいましたけれども、

保育所の充実というとデイサービスの充実のようなところだろうと思うのですが、訪問事

業もあれば、相談機能もあれば、一時預かり事業もあるというふうに、高齢のほうはメニ

ューがたくさんあると思うのですが、子育て分野はそこで数がまだまだ十分ではないとい

う点があって、今回の提言の中でも、ファミリーサポートセンター事業のことや、一時預

かり事業のことや、ベビーシッターのことや、税制も含めての検討をこれからもしていこ

うというような議論になってきておりますので、ぜひそれをまた一層進めていっていただ

きたいと思っております。 

 また、IT活用にも触れていただいて、やはりこういったものは可視化していくことがと

ても大事だと思っておりますので、ぜひその点もさらに一層進めていただきたいと思って

おります。 

 また、財源についても最後に触れていただきました。今、まさに幼稚園、保育園等の無

償化の議論がされているわけですけれども、それだけではまだまだ十分ではないと思いま

す。さらに子育て分野の財源も獲得し、充実させていくということが求められているので

はないかと思っております。 

 そして最後に、できることから直ちに着手することが肝要であると書かれております。

ぜひそのプロセスというものも、この委員会の後、具体的にどのように進めていくのか、

そういったことにも私たち委員としての責任を感じながら、ぜひこの後のことも気にしな
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がら、この会議を終えられたらなと思っております。 

 大変お世話になりました。ありがとうございます。 

○松田座長 門田部長、お願いします。 

○門田高知県地域福祉部長（尾﨑委員代理） 知事の尾﨑の代理でございます。本日、知

事は高知で公務がございまして、欠席させていただいておりますが、知事とも協議をして

まいりましたので、一言コメントをさせていただきます。 

 この会議でも申し上げましたとおり、少子化の克服には、狭義の少子化対策にとどまら

ず、地域地域に雇用を創出し、若者を定着させる施策など広義の少子化対策を講じること

が重要だと考えています。また、子育てに関します心理的、身体的、経済的負担やキャリ

ア形成上の不安について、全ての子育て世帯が支援を受けることができ、安心して子育て

できる環境づくりが重要でございます。今回の提言につきましては、地方への移住促進な

ど広義の少子化対策の推進についても盛り込まれ、まちづくりやITの活用など、これまで

にない視野を広げた内容となっております。また、子育てのさまざまな負担感や不安につ

いて、全ての子育て世帯がその状況に応じた支援を受けることができる仕組みの構築につ

いて盛り込まれており、松田座長を初め、関係者の皆様にはよい提言をおまとめいただき

ましたことに感謝申し上げます。 

 地方自治体といたしましても、この提言を踏まえまして、創意工夫を凝らし、地域や社

会全体で子育てをサポートができるよう、雇用主である企業や団体の皆様とも連携をしな

がら、より多くの方々の子育てなどの希望をかなえられるよう取り組みを進めてまいりた

い、そのように考えております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○松田座長 ありがとうございます。 

 続きまして、河合委員、お願いします。 

○河合委員 ありがとうございます。 

 この短い時間の中でよくまとめていただいたと感謝申し上げます。サブタイトルにある

「静かなる有事」というのは、私がこの十数年ずっと使ってきた言葉であります。ようや

く政府がこの言葉を使って報告書をまとめる時代が来たのかという感慨もあるところなの

ですけれども、総括というか、今回の会議で皆さんの御意見をずっと伺う中で私が感じて

いたことは、せっぱ詰まってきた、そういう状況にあるということをみんなが認識し始め

たなということであります。今回の提言書は、私の目から見るとものすごく踏み込んだな

という気がしております。これまでは子育て支援策ということで少子化対策が語られた時

期が長かったわけでありますけれども、いよいよ真の意味での少子化対策ですね。子供が

生まれてこない状況をどう克服していくのかということを我々はもうやらなければいけな

いところに来ているということです。もちろん出生奨励策はだめなわけでありますけれど

も、出生支援策というところに今回踏み込んでいったことは、多分、日本の少子化対策の

長い歴史の中で極めて画期的な提言書になったのだろうと思っております。 
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 皆様に少し想像していただきたいのですけれども、子供が全くいない社会です。それで

も日本は続きます。続くけれども、そういう社会がずっと進んでいけば、やがて高齢者ば

かりとなってしまう。高齢者が高齢者を支えなければならない社会になっていくわけです

ね。そこにはこの国の豊かさというのが絶対に生まれ得ないわけであります。やはり子供

というものは、自分たちの社会の豊かさの源泉でもあるし、前にも言いましたけれども、

今の社会というのは今を生きる人だけのものではないわけでありまして、そういう意味で

も、この少子化対策ということは、これからこの国がずっと続いていくための一番ベース

のところなのですね。いろいろなアプローチがもちろんあるわけでありますけれども、こ

の状況をどうやって打開していくのかということに関しては、こういう報告書をまとめた

からよしということではないわけでありまして、言わずもがなでありますけれども、ここ

から先、政府にはきちんと政策をつくってもらう。また、民間の者はそれぞれの立場の中

で少しでも子供たちが生き生きと育っていく環境をつくっていく。また、希望を持った人

たちが子供をきちんと産み育てていける社会をつくっていくところまでやり遂げなければ

意味がないのです。そういう意味ではこの報告書をきっかけとして、やはり我々は、国民

運動とは言いませんけれども、自分たちがやれることをどんどんコミットして実践に移し

ていかなければならない。思うだけではなくてやっていかないと、本当にこの国はなくな

っていくのだということを私自身も改めてきちんと、また強く認識したいなと思っており

ます。 

○松田座長 ありがとうございます。 

 続きまして、清原委員、お願いします。 

○清原委員 ありがとうございます。全国市長会、三鷹市長の清原です。 

 本日、少子化克服戦略会議の提言を「少子化－静かなる有事－へのさらなる挑戦」とい

う副題をつけてまとめることができました。本会議を主催された松山大臣、そして毎回熱

心に御同席いただいた田中内閣府副大臣、山下内閣府大臣政務官、大沼厚生労働大臣政務

官、小林総務大臣政務官、本当にこれだけのお忙しい皆様が私たちと一緒に議論をしてい

ただいたことに心から感謝申し上げます。 

 また、松田座長は本当に私たちのお話をよく傾聴していただきまして、お取りまとめを

いただきました。 

 さらに、各府省の事務局の皆様は、府省の垣根を超えて具体的な方向性を共有してお取

りまとめいただきました。本当にこのプロセスが私は大変重要で、貴重だというふうに思

っています。 

 また、多くの皆様に事例報告をしていただきましたことにも感謝を申し上げたいと思い

ますし、何より構成員の皆様の思いが一致してきょうの日を迎えることができましたこと、

私は心から感謝しています。 

 ３つの点に絞って、この提言の意義について発言をさせていただきたいと思います。 

 １点目は、私は、このプロセスは「地域の実情」を直視して、それを尊重してまとめら
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れたというところに意義があると思っています。私は全国市長会の少子化及び子ども・子

育て支援施策等担当の副会長としてこの会議に問題意識を持って参加させていただき、少

しでも課題解決に貢献したいと思っていました。全国市長会、そして町村会の皆さんは、

基礎自治体の立場、いわば子供たちに最も近い立場で、できる限り「子供たちの視点」に

立って、「全ての子供の健やかな育ち」を目指して、日夜、「子供たちを中心とした支援

施策」を創意工夫し、その実施に邁進しています。加えて、保護者が次のお子さんを産ん

でいただく希望をかなえていただくために、迷いながら、戸惑いながらも取り組みを進め

ています。この会議では、少子化克服について、出生率については、相対的に地方では維

持されているものの、全体としては横ばいで、とにかく必死に低下が食いとめられている

という状況が共有されました。決して「地方対都市」という論理ではなくて、共通の課題

を整理し、そして地方も都市も一体となってこの国の出生率を上げていこう、結婚・出産

の希望をかなえていこうという話し合いができたことは、極めて心強いことで、都市自治

体として有意義だと思っている点です。 

 ２点目に申し上げます。毎回の事例報告の御発言を反映し、構成員の皆様の現場に基づ

いた御発言から具体的な内容をかなり緻密にこの提言の中に反映することができました。

特に「子育ての支え手の輪を広げる」という表現がされました。「担い手」だけではなく

て、「支え手の輪を広げる」と。したがって、何よりも「多様化」が模索され、「行事や

活動のあり方」や、もちろん「仕事との両立のあり方」などについての提言が具体的です。

例えば、「時間休」や「育児休業の分割取得」を可能とするとか、「出産・子育て支援の

制度の質を高める」ということが具体的に示されました。また、「『子育てに寄り添うま

ちづくり』を応援する」では、「まちづくり」という言葉が出てきたことは、自治体の実

感としては本当にありがたいのです。要するに、ハードとかソフトとか分けてはいけなく

て、とかくハードと言われる「まちづくり」こそ、実は「子育てを支えている環境づくり」

なのです。そういう意味で、ITも含めてなのですけれども、都市計画やまちづくりの重要

性が明確に示されました。 

 さらに三鷹市ではこれまでは、「妊娠期からの切れ目のない出産、子ども・子育て支援」

として施策の充実を図ってきたのですが、構成員の皆様のお話から、「妊娠期」からでは

遅くて、「妊娠する前」からが大事だと、結婚を希望する人も、出産を希望する人も視野

に入れるということで、はっきりと４．が「結婚、妊娠、出産段階から切れ目なく支援す

る」とされました。「結婚の希望の実現を支援し、子供を持ちたい希望を妊娠前から切れ

目なく支援する。」という、かなりこれは踏み込んだ提案ですが、しかし、「希望をかな

える」というところに謙虚にいるということが大事だと思います。 

 最後に３点目です。先ほど河合委員もおっしゃいましたが、これらの提言は実現されな

ければ価値がないわけでございます。そこでキーワードを申し上げますが、私は、推進体

制実現のためには「民学産公官の協働」が重要だと思います。 

 「民」、すなわち国民・市民が、この「静かなる有事」をまず共通の課題として認識し
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て、解決の主体となるということです。 

 「学」ですが、これは大学・研究機関が研究課題として、例えば不妊治療、あるいは安

全・安心な出産、まだまだいろいろ研究課題がありますので、しっかり研究をしていただ

き、地域とかかわっていただくことが期待されます。 

 「産」は、産業界の産です。積極的にいわゆる「働き方改革」を進めていただいて、育

児休業や育児休暇等の適切な条件整備を進めていただいていますが、加えて、ICTを活用し

たテレワークであるとか育児支援のさまざまな提案を、これは総務省の皆様のお力もおか

りしながら具体的に進められればよいと感じています。 

 地方公共団体を含む公共機関が「公」です。私は、奥山委員が活発に具体例をお話しし

てくださったように、公共団体だけが公ではありません。「新たな公」ということで、NPO

法人の皆様や財団とか各種団体の役割が重要です。 

 最後の「官」、すなわち国の各府省が少子化をまさに有事として捉えていただいて、垣

根を超えていただきたい。それから、できるだけ財務省には財源を確保していただきたい

です。私たち自治体の悩みは、これは知事さんも市区町村長も同じなのですけれども、た

とえば「無償化」と言いながら、結局財源は私たち自治体も一定程度確保しないといけな

い仕組みになっていることがほとんどなので、国が全部出していただけないものなのです。

けれども、「無償化」と聞くと、何か本当に国が全額保証していただくような仕組みに聞

こえるので、私たち市区町村長が、あるいは都道府県の知事がしっかりと応分に工夫しな

がら財源を捻出し、関係する事務の仕事も果たせるような仕組みを御一緒に考えていくの

が次のステージかなと思っています。何もかも国にお願いしていたら自治は成り立たない

ので、創意工夫は私たちがするのですが、ぜひ、とりわけ「幼児教育・保育の無償化」が

具体化されるステージになってきたので、地域の実情に配慮し、「教育・保育の質」を確

保するとともに、各府省におかれては「財源の確保」をよろしくお願いします。 

 「民学産公官の協働」なくして今回の提言は実現しないと思いますし、この構成メンバ

ーが、これからも「フォローアップ」していく責任があると思いますので、これからもよ

ろしくお願いします。 

 本当に皆様、ありがとうございました。 

○松田座長 ありがとうございました。 

 続きまして、新谷委員、お願いします。 

○新谷委員 ありがとうございました。短い時間ではありましたけれども、このような形

でまとめていただき、非常にうれしく思いますとともに、心からお礼を申し上げたいと思

います。 

 私は、今回、企業の中で働く女性の支援をしているという立場で参加をさせていただき

ました。企業の中でダイバーシティ推進とか女性の活躍推進をしているときは、女性の活

躍や仕事と家庭の両立ということは一生懸命取り組むのですが、企業においては多様な人

材を活かすという考えが基本にあるので、子供を産むとかそういったところにあまり踏み
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込めないということがあったと感じております。けれども、今回こちらに参加させていた

だきまして、経営者がきちんと少子化を危機と感じ、企業が少子化について対策をしてい

くことの重要性を改めて感じております。今回まとめた提言は、企業の経営者が自分たち

の企業でできることは何だろうということを考える契機になるような形にまとめられたの

ではないかと思い、企業の経営者に届きまして、企業でも展開されていくことを願ってお

ります。 

 企業の中でダイバーシティ推進をしていく中で、働きやすい柔軟な働き方を推進してい

くということが、結果として、当社においては子育てをしながら働く女性が活躍するとい

う結果に結びついていることを改めて感じました。なので、やはり企業においてはより柔

軟な働き方を支援していく、そういったことを意識を持って推進していくということが重

要なのではなかろうかと改めて思っております。 

 当社のような企業もある一方で、まだ半数近くは第１子出産後に仕事をやめるというデ

ータもございます。第１子だけではなくて、多子でもキャリアを継続、活躍、そして企業

の中で子育てしながら希望を持って働き続けるといったような意識づけや環境づくりも非

常に重要ではなかろうかと思っております。そういったことに関わることも、提言に織り

込んでいただけたことを非常にうれしく感じております。 

 なかなか一企業だけではできないこともたくさんありますので、国がこういった形で推

進をすることで、企業の意識が変わり、そして働く女性の意識も変わり、男性の意識も変

わり、そういった流れができていくことで、本当に女性が働きやすく、働きがいを持って

子育てしながら社会の中で活躍することに繋がるのではなかろうかと感じております。 

 皆さんおっしゃっているように、やはり提言が実行されないと本当に進んではいかない

わけなので、それぞれの立場の人たちが当事者意識を持って、素早く、スピード感を上げ

て取り組んでいくことが何よりも重要ではなかろうかと思っております。今後も引き続き、

いろいろな形で、少子化を克服するために私も活動を続けていこうと思っております。こ

のような機会をいただきまして、まことにありがとうございました。 

○松田座長 続きまして、松田委員、お願いします。 

○松田委員 どうもありがとうございます。福津市の松田ですが、実は半年前まで福岡県

の男女共同参画センターのセンター長、それから現在も男女共同参画会議の議員をしてお

ります立場から申し上げたいと思います。 

 このテーマに今回ここまで深く取り組んで、性別固定的役割分担意識を払拭しないとこ

の問題は解決しないということを本当に実感いたしました。世界経済フォーラムのジェン

ダー・ギャップ指数が145カ国中114位だということは皆様も既に御存じのことだと思いま

すが、女性はこうあるべき、母親はこうあるべきという固定概念がまだまだ根強い社会で

すので、子育てにかかわる方々がさまざまなプレッシャーの中で暮らしています。その社

会の通念であるとか慣習を本気で変えていく必要があると感じています。 

 もう一つ、このテーマに関しては、いわゆる子育てとか介護という無償労働と言われる
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部分、アンペイドワークがどうしても女性に偏っているということ。これからもっともっ

と子育てしやすい社会をつくっていく上では、こういう人々の中にある価値観を変えてい

く、無意識のジェンダーバイアスを変えていくということが本当に重要だと思います。 

 ２点目は、若い人たちのライフプランニング教育の充実を記載いただいていますけれど

も、さらに、リプロダクティブ・ヘルツ・アンド・ライツ、性と生殖に関する知識につい

てももう少し踏み込んだ教育が必要ではないかと感じています。私ごとですが、２人の娘

はカナダで教育を受けたので、大変科学的に学んでおりまして、性と生殖に関して、ピル

の問題であったり、卵子の凍結の問題であったり、父親ともオープンに話せるような状況

で、みずから選択できるという大人に育っています。そういう知識も正しく伝えていくこ

とが、これまでの男女共同参画の取組みでなかなかうまくできていなかったことだと思い

ますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 今回の提言にはできるだけすぐにできることをと思ったものですから先ほど申し上げま

した論点については会議では触れてきませんでしたけれども、やはり根底にあるというこ

とをぜひお伝えしたかったのです。 

 最後に、地方の都市から考えますと、福津市は人口が増えていて、学校や保育園を増や

さなければいけないという大変な一方、同じ市の中で農業や水産業が中心のエリアでは、

やはり少子化が大変顕著でございます。特に農業、水産業を営んでいるエリアというのは、

単に産業上厳しいだけではなく、先ほど申し上げたように、いわゆる多様な生き方がなか

なか認められにくい地域で、若い方々が出ていくということも現実としてあると思います。

そういう農業、水産業の分野にどうやって若い人が戻れるようにしていくのか、これも非

常に長期的な問題ですし、すぐには解決できないと思いますけれども、実際にそこで子育

てしている方々を見ると、豊かな社会環境の中で、とてもすばらしい子育て環境の中で暮

らしていらっしゃるので、そういうところにうまく人の流れが行くような視点もさらに必

要になってくるのではないかと思います。そこには、この会議の中でも御提示いただいた

空き家問題に対する具体的な課税問題の解決に向けた取り組み等も加えまして、広義の少

子化対策ということも、時間はかかりますが、忘れずに進めていく必要があると思ってお

ります。 

 ありがとうございました。 

○松田座長 最後ですが、明円委員、お願いします。 

○明円委員 最終的にとても中身の濃い、良い提言にまとめていただいて、座長と事務局

の皆さんに心から感謝をしたいと思います。ありがとうございました。 

 まず、何といっても河合委員の「静かなる有事」という言葉が副題に入った。また、国

難というところから書き起こしていただいた。私は半年間同じことばかり言っていたよう

な気がするのですが、正確な事実に基づく危機意識をもっともっと国民の方々に共有して

いただかないと、この対策は何をやるにしても思い切ったことはできないと思うし、仮に

やるにしてもコンセンサスをつくるために時間がかかると思っていましたので、まず、と
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にかく少子化対策というのは待ったなしなのだという前提が欲しかったので、そういう意

味でもサブタイトルと、国難というところから書き起こしたというのは非常に良かったと

思いますし、まずそれでとても満足をしております。 

 中身で具体的なことを言いますと、例えば時間単位の有給休暇、新聞にも出ていました

けれども、これは非常に使い勝手がいいだろうと思いますし、きっとニーズも多いだろう

と思います。どんどんそういうものが使われていくと、ますます職場の雰囲気も変わって

いくでしょうし、その機運も高まっていくのではないかと思います。 

 あと、官民合同の子育て応援コンソーシアムですか。とてもいいなと思います。これを

国民運動にまで持っていくというのは非常に良い考え方だと思うし、効果が大きいと思い

ます。また、何より我々民間も言いっ放しは許さないぞみたいな感じがして、とても気持

ち良く思っております。これらなどもとても具体的な施策なのではないかと思っています。 

 最後に、せっかく大臣が来られたので、松山大臣にお願いをして終わりたいと思うので

すが、自分は青年会議所時代、もう20年前から、当時の松山会頭の活躍、そしてまた、そ

の後、何とか国家・国民のために仕事をしたいといって政治の世界に足を踏み入れて、今、

大臣をやられている松山さんの姿をずっと見てきているわけです。そういう意味では、国

難突破を命ぜられたというのは、松山大臣の、ここが本当に最大の踏ん張りどころなので

はないかという気がします。少子化の流れというのは科学的にはそう簡単には止まらない

と思いますけれども、少子化対策の流れは松山大臣のところで変えることは可能だろうと

思っています。 

 本当にしつこいようですが、国難突破というのはプライマリーバランスよりも絶対に大

事だと私は思っています。日本がなくなって、日本人がいなくなって、財政も何もあった

ものではないわけですから、とにかくそういう意識を持って、これからもしっかり戦って

いただきたいと思いますし、検討課題として残った施策の中には大変お金のかかるものも

随分盛り込まれていますので、どうか50年先、100年先の日本人に感謝される仕事をしっか

りしていただければなと思っています。 

 また余計なことを言ってしまったかもしれませんけれども、ぜひお願いをしたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○松田座長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に私からも一言申し上げます。一言プラスアルファぐらいなのですけれ

ども。まず、この提言をまとめるに当たり、私は歴代の少子化担当大臣のもとの会議でな

された提言に目を通していました。いずれも大事な提言をされてきており、それが今日の

少子化対策のここまでの進展をもたらしたものだと思っております。しかしながら、今の

出生率の状況を見る限り、やはりこのままではもう社会が持続できない、そういう危機意

識を我々は持つべき状況になっています。と考えると、今までプラスアルファ、ここから

社会少子化対策のステージを変えていく必要があるのではないかという思いを、その歴代

の少子化担当大臣のものを見て強く持ちました。 
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 そして、今回の少子化対策の我々の提言のポイントは先ほど申しましたので、もう一度

繰り返すことはいたしませんが、希望出生率を実現するため、さらに国難の少子化を克服

するためにという問題に初めて正面から向き合った提言ではないかと思っております。そ

して、皆様からも解説していただきましたので、各所にさまざまな提言、そうした具体的

な施策案が盛り込まれておりますので、ぜひこれが確実に実現されることを切に願ってお

ります。 

 そして、関係者の皆様へのお礼を最後に座長として申し上げさせてください。 

 まず、松山大臣へですが、我々をこのメンバーとして選んでくださり、そして、少子化

克服のための提言をせよというチャレンジングな目標を与えてくださったことに対しまし

て感謝を申し上げます。 

 また、田中副大臣、山下内閣府大臣政務官、小林総務大臣政務官、大沼厚生労働大臣政

務官におかれましては、ここの会議にお忙しい中、ほぼ必ず参加していただきまして、貴

重な御意見をたくさんいただけたことに感謝しております。 

 また、この会議には関係省庁の皆様が参加しております。厚生労働省、文部科学省、国

土交通省、総務省、その他関係省庁の皆様にお礼申し上げます。ここに書かれた各施策は

いずれかの省庁様に関係しておりますので、確実に実行されることを切に願っております。 

 また、今回提言をまとめるに当たりまして、我々委員はさまざまな意見でどんどんアイ

デアを出しますが、文言にまとめるというところはやはり大変なことで、かなり調整も必

要です。そこを行ってくださいました内閣府の担当者の皆様、小野田統括官、嶋田室長、

田中参事官、ほか職員の皆様に心より感謝申し上げたいと思います。 

 最後に、この提言を作成するに当たりまして、毎回建設的な意見をいただき、そして、

よくかむふなれな座長を支えてくださいました委員の皆様にお礼申し上げます。議事の進

行の不手際等がありましたが、どうぞお許しください。 

 以上をもちまして、私の最後の挨拶としたいと思います。 

 それでは、これより松山大臣に提言をお渡ししたいと思います。ここでカメラの入室が

あります。 

（報道関係者入室） 

○松田座長 それでは、提言を手交いたします。 

 「少子化克服戦略会議提言 『少子化－静かなる有事－へのさらなる挑戦』」との提言

をまとめました。どうぞ強力な少子化対策を進めてくださいますよう、委員一同お願いい

たします。 

○松山大臣 しっかり頑張ります。（拍手） 

（提言手交） 

○松山大臣 どうも皆さん、ありがとうございました。（拍手） 

○松田座長 ここで、松山大臣より御発言をいただきます。大臣、よろしくお願いします。 

○松山大臣 少子化対策担当大臣として、今回の御礼を申し上げたいと存じます。 
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 昨年の８月３日に、一億総活躍担当大臣、その中の新３本の矢の一つに、希望出生率1.8、

若い世代、子育て世代への支援をしっかりやっていくという担当として、少子化対策担当

も同時にやってほしいと、総理から御下命を受けました。そして、年末には、少子化を国

難と位置づけて、国民の皆さんに信を問おうと、消費税の使い道を見直して、それを、少

子化対策新３本の矢の一つに振り分けるということで、待機児童の受け皿整備、保育・教

育の無償化を進めることになりました。 

 １月に昨年の出生数の推計が出まして、それを受けて、国難である少子化を克服するた

めのこの戦略会議がスタートしたわけでございますが、今日で７回になります。委員の皆

さんには、大変忙しい中に時間をつくっていただいて、この会議に参加いただきまして、

「少子化－静かなる有事－へのさらなる挑戦」ということで、すばらしい提言書をまとめ

ていただきましたこと、松田座長をはじめ全ての委員の先生方に心から感謝と御礼を申し

上げます。 

 提言の中で、少子化克服のための戦略の視点ということで、子育ての時間的制約、空間

的制約、そして経済的制約、これらを解消して希望をかなえていく。同時に、子育てにあ

らゆる資源を生かして負担感を軽減するという大きな２つの視点から、提言をまとめてい

ただきました。育児休業の分割取得、また１時間単位からの有給休暇の取得、これらを促

進していく。そして、子育てに寄り添うまちづくり。同時に、意欲のあるシニアの方々の

支援。こういった従来にはない発想から多くの提言をしていただきました。 

 子供、そして子育て世帯を、本当に優しいまなざしで包み込むように、みんながそうい

った思いで触れ合っていく、そんな機運の醸成なくして、この少子化の対策というものは

進んでいかないと強く共感をいたしました。 

 先週、平成29年の合計特殊出生率が公表されましたけれども、1.43と前年よりも少々悪

くなっております。まさに国難を突破するために、担当大臣として、この提言を真摯に受

けとめて、できることから直ちに実行していきたいと思います。 

 内閣府においても、様々な交付金等々もありますので、法改正することなく方針をしっ

かり変えることで、目の前のできることからしっかり実行に移していきたいと思っている

ところでございます。そして同時に、この後、この提言を見ながら、フォローアップを一

つ一つやっていくことも忘れずに進めたいと思っております。 

 少子化の克服は大変時間の長い取り組みが必要だと思いますので、関係省庁一丸となっ

てしっかりと継続的に取り組んでいきたいと思っております。 

 そして、骨太の方針がそろそろ議論をされて、決定していくわけであります。また、女

性活躍の重点方針も発表されます。そういった中に、今回いただいた提言の内容をしっか

り盛り込んで、来年以降もこの提言が生かされるように形をつくっていきたいと思ってい

るところでございます。 

 改めまして、これまで本当に積極的に御議論いただいて、御協力をいただきました全て

の皆様方に心から重ねて感謝を申し上げ、御礼の御挨拶にかえさせてもらいます。ありが
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とうございました。（拍手） 

○かどた それでは、カメラは退室をお願いします。 

（報道関係者退室） 

○松田座長 ありがとうございました。以上をもって、当会議を終了させていただきます。 

 本日でこの会議は最後になります。皆様大変ありがとうございました。閉会後に、よろ

しければ、大臣、副大臣、政務官、そして委員の皆様と記念撮影をしたいと思います。い

かがでしょうか。よろしいですか。なお恐縮ですが、記念撮影の際は、記者の方は御退席

をお願いいたします。 

 皆様、大変お忙しい中、最後まで御熱心に御議論いただきまして、まことにありがとう

ございました。これにて閉会といたします。 

 


