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資料３ 



 

・ 出生率低下の 80％が初婚行動に起因していること（最新のデータでは 90％になっています）

を踏まえ，少子化対策として結婚に関わる考え方の変化が求められる。 

・ 過去 20年間の経済的低迷と，女性の高学歴化ならびに社会進出により，高度経済成長期に

形作られた「夫が片働き，妻は専業主婦，子どもが二人」といういわゆる「標準世帯」，あ

るいは社会学で言われる「戦後家族」は崩壊している。現状では「夫の片働き，妻はパート

従業者，子どもが二人」という形で妻は 103万円の壁の中での雇用調整をしながらの「準専

業主婦」が多い。 

・ また，女性の高学歴化と社会進出によって最終学歴後に 90％以上の女性が就業するにもか

かわらず，結婚 1年後や第 1子出産後には 70％の女性は離職している。 

・ つまり，結婚後は望むと望まざるとにかかわらず，「夫の片働き」での生活しか見えてこな

い状況である。また，夫の稼得能力は過去 20年間，経済的低迷により，また産業構造の変

化や女性の社会進出により，絶対的にも相対的にも低下傾向にある。 

・ なんとか結婚し家族形成しても，独身時代と比較して経済的にも厳しくなり，かつ育児，教

育，介護が女性の側に堆積していく。 

・ 結婚したほうが，「幸せ」になれるような社会に制度的にも，価値観的にも変化しなくては，

結婚を若いうちに選択するようにはならない。 

 

こらから求められる社会は， 

1 結婚後や第 1子出産後も女性が就業継続できるような雇用環境，就業形態，子育て支援

環境を創出する。 

2 男性も家庭よりも仕事を選択するような働き方は，異常なことだとの認識を持つように

教育する。 

3 国・地方自治体，公共機関，そして大企業から働き方を見直し，女性誰もが「輝ける」

生活環境を創出する。 

4 「共働きで子どもが二人」を「標準世帯」とすることで，平均初婚年齢を 30歳前し，そ

の先に子ども三人という多子世帯が増加していくことになる。 

          

安藏委員提言 
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新たな少子化社会対策大綱策定についての提言 

                          大日向雅美 

                       恵泉女学園大学大学院教授 

ＮＰＯ法人あい・ぽーとステーション代表理事 

 

1．今、日本社会が直面している未曽有の少子化・人口減少に真の危機感をもって本気

で取り組まなければ、日本の未来はないと言っても過言ではなく、少子化の現状・

原因について徹底した分析に基づいた、一刻も早い果敢な対策が必要と考えます。 

 

2．その対策が真に効果をあげ得るものとなるためには、これから子どもを産む世代や

現に子育てをしている世代はもちろんのこと、すべての世代の共感が不可欠と考え

ます。言うまでもないことですが、「産めよ・増やせよ」的なニュアンスが前面に出

ることは決して望ましいことではなく、他方で子どものいない、あるいは子育てが

終了した世代の方々にとっても納得感をもっていただけるメッセージの発信に留意

することが必要と考えます。 

 

3．上記２．のことは、換言すれば日本に暮らす全ての世代の人々にとって、持続可能

な社会保障制度の構築が求められていることであり、とりわけ子育て世代が日本の

社会保障制度に納得感と信頼感を持てることが、少子化・人口減少対策として必要

と考えます。 

 

4．少子化対策が世代間対立の問題とならない配慮とそのために全世代で支え合う哲学

の醸成が必要と考えます。 

 

参考 『社会保障制度改革国民会議報告書』 

（平成 25年 8月 6日 Ⅰ少子化対策の改革から一部引用） 

また、子育てをめぐる厳しい実態を踏まえ、高齢者も含めたすべての世代が、多様

な環境にあるすべての子どもたちや若い世代を支えていくことが大切である。こうし

た取組や努力を世代間対立の問題にすることがあってはならない。 

生まれてくる我が子や自分自身が、将来にわたり人としての暮らしが保障される社

会でなければ、子どもを産み育てる希望があっても踏み切ることができない。出産や

子育ての直接的な不安に限らず、病気、介護、収入など、高齢期に至る人生の数々の

不安を取り除くことも少子化対策にとって必要な視点である。例えば、介護分野の施

策を進めることは、若い世代の介護負担を軽減し、現役世代が子育てや就労に励むこ

とにつながる。また、医療・介護分野の人材育成により、若い世代がこのような分野

で活躍する機会も増えると考えられる。 

人は、幼少期、学童期、青年期、壮年期、老年期の人生の各段階において、様々なリ

スクに直面する。こうしたリスクをともに支え合い、子育てはもとよりすべての分野

において、若い世代の将来への不安を安心と希望に変えることこそが、社会保障の役

割であり、本質である。社会保障の充実は、社会の活力の基盤である。社会保障はい

ずれの世代にとっても負担ではなく、今の困難を分かち合い、未来の社会に協力しあ

うためにあるという哲学を広く共有することが大切である。 
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新たな少子化社会対策大綱に盛り込むべき事項について 
平成２６年１２月１９日 

高知県知事 尾﨑 正直 

 

１ 大綱の理念 
 ○少子化対策は待ったなしの国家的課題であり、今回の大綱では「これまでとは異

なる新たな対策に、国として取り組む」ことを示すべき。 
  特に、少子化の主因は未婚化・晩婚化・晩産化であり、入口の段階である「結婚」

も含めて、国が積極的な支援に取り組むことを明記すべき。 
   
 
 

 

 
 
 

２ 国が重点的に取り組むべき具体的な施策 
 

   
 

若い世代が結婚・子育てを躊躇する最大の要因は「子育てに伴う経済的な負担」

であり、国レベルでの大胆な負担軽減策を制度化し、子育て世代に将来への安心感

を与えることが何よりも重要。 

特に、負担感の大きい教育・保育費用や、第３子以降を養育する多子世帯及び低

所得者層への負担軽減策などに重点的に取り組むべき。 

 

 

最も負担感の大きい教育費、子どもの貧困対策の観点からも絶対に必要。 

（1 人、2 人は自力で頑張るとしても 3 人目はきつい。40 代。今の 20 代かんはもっと厳し

く感じる（2 人目がもうきつい）のではないか、だとすれば２人目への支援が必要） 

 

 
 
 

働き方に加え、出産・子育てを視野に入れたライフプランを早期に形成し、これ

を着実に実行できる社会づくりに向けて、社会全体の子育てに対する意識変革を促

す取組が必要。 

 

 

 

 
 

【目指すべき方向性】 
未婚化・晩婚化・晩産化の流れを変え、より若い時期からの結婚・子育てを可能とし、
誰もが結婚・子育ての希望を叶えていける社会環境の整備 

① 子育ての経済的な負担の軽減 

・教育費の負担軽減（奨学給付金の拡充など、高校・大学生等の修学支援の充実）  

・幼児教育・保育の段階的な無償化、子どもの医療費助成制度の創設 

・多子世帯や低所得者層への経済的な支援制度 

・海外を参考にした育児支援諸費用の一定割合の税額控除制度の創設 

・高齢者から子・孫の世代への資産移転の促進税制の創設           など 

② 社会の意識変革に向けた教育及び啓発 

・思春期から妊娠・出産の医学的知識を身に付けるライフプラン教育の推進、企業の新人 

研修等を活用したライフプランの形成促進 

・企業の経営者や管理職向けワーク・ライフ・バランスセミナーの拡大、マタニティ・ 

 ハラスメント等の防止対策 

・結婚や家庭の良さ、男性の育児参画、仕事と子育てを両立できるモデルなどを啓発する 

全国的なポジティブ・キャンペーンの展開                 など 
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  非正規雇用の増加や恒常的な長時間労働、出産を機に退職せざるを得ない就労環

境などが、若い世代の結婚・出産・子育ての大きな制約要因となっており、例えば

20 代半ばで子育てしながら安定的に働き続けられる仕組みや、企業の主体的な子育

て支援の取組を促進する制度の構築などが必要。 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 核家族の増加などに伴い子育ての孤立化が進む中、今後は、地域の元気な高齢者

や NPO、民間団体などの力を活用し、子育てを世代間を超えて地域社会全体で支え

る構造へと転換していくことが不可欠であり、そのための仕組みや場づくりが必要。 

 

 

 

 

 

 

 
  少子化に伴う課題が地域ごとに大きく異なる中で、地域の実情を踏まえ、ライフ

ステージに応じて独自の取り組みを推進している。 

 総合的な結婚支援策、安全・安心な妊娠・出産のための環境整備、待機児童の解

消、きめ細かな子育て支援策など、結婚から子育てまでの切れ目のない支援に向け

て、地方の主体的な取組への思い切った後押しが必要。 

   

 

 

 
 
 

③ 仕事と子育てを両立できる就労環境の改善 

・長時間労働の解消（長時間労働の規制強化、経営者等の意識改革） 

・非正規雇用の処遇改善、若年層の正規雇用への移動支援の拡大 

・妊娠・出産後の女性の継続就労をサポートする制度の強化、再就職支援 

・次世代育成支援に取り組む企業の裾野を拡大するインセンティブ税制の創設  など 

⑤ 地域の実情に応じた地方の取組への後押し 

・地方が独自に取り組む少子化対策を後押しする財政支援措置の制度化 

・子ども・子育て支援新制度に必要な１兆円超の財源の確実な確保       など 

④ 世代間の支え合いの仕組みの構築 

・高齢者やＮＰＯ、子育て支援サークルなどの地域人材の育成 

・高齢者等による子どもの一時預かりや子どもとの交流の場づくり       など 
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大綱策定における主な論点 
 

「教育」： 

○  妊娠（不妊予防を含む）・出産についての正しい知識や、（男性

の家事・育児参加や女性のキャリア教育を含めた）個人のライフ

プランの形成をどう教育に組み込むか。 

 

○  家族形成の個人的意義、社会的意義についてどう伝えるか。 

 

○  教育課程をすでに卒業した方々にたいしても（特に 20 歳代、

30 歳代のかたに）、上記 2項目を再教育、または情報として伝え

る仕組みをどう整えるか。 

 

○  教育課程の、総合的な学習の時間」などにおいて、教科横断的

なテーマ学習として、少子化に関わる諸問題（結婚、妊娠適齢期、

家庭形成、子育てなど）を積極的に扱われる仕組みを整える。 

 

○  教育課程で教科横断的なテーマ学習をするだけでなく、この

学習をより効果のあるものにするために、思春期における健康

課題にもっと向き合うことが必要で、学校における教育と地域

における保健活動、個々人に向き合った、心身の発達にも目を向

けた個別健診等を含め、文部科学省と厚生労働省がもっと連携

してやっていく仕組みを整える。 

 

 

齊藤委員提言 
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内閣府「新たな少子化社会政策大綱策定のための検討会」へのご提案 

 

白河桃子 
少子化ジャーナリスト 相模女子大客員教授 

 

少子化社会政策大綱に向けて 

 

基本理念を作った方が効果的：（フランスのようにはっきりと方向性を示す） 

 

・子どもを持つ、持たないは女性の選択の自由 
・男女ともに、個人の選択として結婚、出産、子育てを望む場合「「結婚や子育てといっ

た基礎的な人間生活が保障される社会」 
・少子化から脱却するには、女性の両立できる安定した仕事が不可欠とし、その意識を

社会、企業で共有。 
・少子化時代、どのような家庭に産まれても、希少なひとりひとりの子どもの育ちを社

会が身守り、保障することも少子化対策である。 
・男女ともに「両立できる安定した仕事」を供給することが、少子化社会の脱却につな

がる。 
・共働き夫婦を標準モデルとする税制や企業の在り方を国がリードする。 
・少子化の目標数値を達成するために責任は個人ではなく、国と企業が協力して負う。 
・次世代育成のための負担を企業が公平に負う。（フランスの家族手当全国公庫は６割が

企業からの拠出） 
 
例：シラク三原則（フランス） 
基本方針 
1．子どもを持つことによって新たな経済的負担が生じないようにする   
2．無料の保育所を完備する   
3．〈育児休暇から〉3年後に女性が職場復帰するときは、その 3年間、ずっと勤務して
いたものとみなし、企業は受け入れなくてはいけない 
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教育 

 

・男女ともに小学校から発達段階に応じた、専門家（不妊診療の医師による）による「避

妊、妊娠、出産」の正しい知識の教育を。 
・小学校から、男性には「家事、育児」など家庭参画を当たり前とする教育、女性には

「キャリア教育」を。  
 
 具体的な提案： 
 ・男女ともに仕事（家計責任）、結婚、子育てを協力してやっていく「共働きの家庭」

教育を小学校から発達段階に応じて施す。（家計、健康管理、子育てなど） 
・ロールモデルとなる共働きカップルの学校訪問 
 

仕事 

 

・共働きを標準モデルとする社会の在り方を国と企業が支援する。 
・男女ともに「両立できる安定した仕事」が結婚、出産には不可欠。 
・ひとり親世帯の６２％が相対的貧困ラインを切っている事実を改善するための雇用対

策、生活支援が必要。 
・現在子育てのために無業となっている女性の「再就職・復職」を企業が支援する 
・「正規」「非正規雇用」の区別なく、女性が産休、育休をとって職場復帰、継続就業、

または再雇用される支援を強化。 
 
 具体的な提案： 
 
 若年層の結婚、出産のためには共働きが不可欠な理由 
「結婚や出産・子育てなどをしたいと思える年収額(世帯年収)を聞いたところ、＜結婚
＞をしようと過半数が思えるのは『年収 400 万円』(53.6%)、＜出産・子育て(1 人)＞
では『年収 500 万円』(59.2%)、＜出産・子育て(2 人)＞では『年収 600 万円』(52.1%)
となりました。年収が 400 万円あれば、20 代の半数以上が車の購入と結婚をしたい、
年収 500 万円では第一子を出産・子育てしたい、年収 600 万円では住宅の購入と第二
子の出産・子育てをしたい、と考えるようになることがわかりました。」 
（SMBC コンシューマーファイナンス株式会社は、2014 年 11 月 14 日～18 日の 5 日
間、20歳～29歳の男女を対象に「20代の金銭感覚についての意識調査」をインターネ
ット 
リサーチで実施し、1,000名の有効サンプルの集計結果を公開しました。（調査協力会社：
ネットエイジア株式会社） 
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（http://www.smbc-cf.com/news/datas/chousa_141210.pdf） 
 しかし、20代の平均年収は、20代前半で 300万円前後、20円前半で 300万円後半だ
という。（http://www.manpowergroup.jp/navi/article/work/141003_01.html） 
 
・共働きの支障となる「長時間労働」を規制するために総労働量時間を規制する。 
・総労働量時間の上限を設定し、家族で食卓を囲める社会、柔軟な場所と時間にとらわ

れない働き方を、企業に促し、達成度を数値化し、企業名の公表、インセンティブやペ

ナルティを課す。 
 
・いつでも、予約なく、理由も問わず、預けられる保育園や多様な保育を強化 
 
・未婚者への保育園のイメージ改善  
 今の若い女性たちは母親から「保育園に預けられる子どもは可愛そう」というイメー

ジを刷りこまれている。「子どもの社会化」を促進し、プロの保育者とともに子育てする

という保育園のプラスのイメージを強化する必要がある。北欧のようにデザインから

「ここに子どもを通わせたい」と思わせる保育園が必要。 
 

結婚 

 

・「女性の両立可能な安定した仕事」が結婚にも出産にも不可欠である。 
・安定した雇用が若年での結婚を後押しする。 
・若年層への「共働きカップル」をロールモデルにしたポジティブな働きかけ 
・ひとり親が幸せな社会が若年の結婚を促す。（ひとり親が不幸なイメージがあると、若

いうちに結婚に飛び込む勇気が出ず、ますます晩婚になる） 
 
具体的な提案： 
 
・若年層の結婚支援の在り方は地方自治体が主導するべきで、まず自治体が地元の独身

者の年齢、男女比、収入、正規、非正規、などを把握することから始める。その上で、

婚活なのか、定住支援なのか、雇用促進なのか、事業の方向性を決める。 
 例：広島県の取り組み（白河委員の提出資料を参照） 
 
・現在ある「県主導の結婚相手紹介センター」を近隣の県で広域連携して使えるように

する。 
 
・今の若者にとっては「結婚＝子ども」なので、子どもが持てるという希望なしの結婚

は難しい。結婚しなければ親元にとどまる。高齢パラサイトの増加を防ぐためにも、地
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方在住の若ものの一人暮らしをうながすことが、結婚支援につながる。 
例：宮崎県西米良村 独身者専用マンション 
 
・結婚支援のうち、結果の把握できる事業（お見合い、結婚相手紹介センター）と、意

識醸成事業（婚活イベント、街コン、講座）は別の予算で行うことが望ましい。後者は

「若もの活性」などの予算で行い、「何組結婚したか」を問わないこと。 
 
・結婚支援は単年度事業では結果はでない。長期の自由に使える基金が必要。また国の

財源に頼るのは限界があるので、法人会などに財政負担を求め、事業委託するなど、安

定的な財源確保をする。（例：愛媛結婚支援センター http://www.msc-ehime.jp/） 
 

妊娠・出産 

 

・教育家庭はもちろん、すでに教育課程を終え、社会にでた男女への医学的、科学的知

識の教育、情報提供の機会を整備。 
・企業の経営層への「妊娠適齢期・出産・産後」の医学的、科学的知識の教育、情報提

供 
 
 具体的な提案： 
 
・社会に出た男女への情報提供は、健康診断時や人間ドッグで１５分ほど時間をとり、

妊娠適齢期や男性不妊などの情報提供を、冊子やアプリなどをダウンロードしてもらい、

行う。 
・健康診断の血液検査でＡＭＨを測る。 
・ドイツの「妊娠葛藤相談所」のような、医療からワンストップで相談できる仕組みを

各地に作る。 
・産前、産後ケアの重要性。 一人目はいいが、２人目、3 人目を産むときに、父親だ
けでは子育てが回らないという意見があった。両親が頼れないカップルは、２人目への

躊躇いの原因にもなっている。産後院への入院の補助や、家庭での産後の家事育児ケア

のシッタ―、ヘルパーへの助成があるといい。 
・妊娠中から父親への育児参加を促す仕組みが必要。現在の「母親学級」ではなく両親

学級にして、父親も仕事中に参加できる、または休みの日に受けられるようにする。 
 

子育て 

 

・いつでも、予約なく、理由も問われず、子どもを預けられる多様な仕組み 
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・高等教育への教育費の負担軽減 
・多子世帯への「産むほど損をしてしまう」仕組みを反転させ、「産むほど得をする」税

制へ 
・男性の家事・育児時間への企業の理解と支援、および見える化 
・「ひとり親世帯」や家族のケアが受けられない子どもを把握し、命と安全を守り社会へ

と巣立てるようにするための支援を強化。 
・子どもの貧困率、ひとり親の貧困率を目標数値をもって改善していく。 
・地域のつながりをリ・デザインする。 
 
具体的な提案： 
 
 ・子ども支援： 
 ハイリスク家庭の妊娠時期からの補足とケア、介入への権限を強化 
 マイナンバー制度などを使って、自治体の境目を超え、切れ目なく補足する 
 
 ・ひとり親支援： 
 住居、雇用などのセットの支援が必要。シングルマザーシェアハウス、ひとり親シェ

アハウスなどを地方に作り、雇用と定住をセットでＩターン、Ｕターンを促す。 
 例：ペアレンティングホーム高津 http://stone-s.co.jp/sharehouse/takatsu_top 

 シングルマザー向けシェアハウス事業。子育てコミュニティとしての機能がある

だけでなく、週に平日 2回の 17時～21時の間にベビーシッターが訪問。帰宅後の
ひとり親の子育て負担を軽減できる。 

 
 ・結婚の出口の整備。 離婚の場合、面会権、養育費の取り決めを義務化。 
 例：文京区 
 離婚届けを出しに来た人に「養育費の取り決めをしましたか」と促すパンフレッ

トを渡し、話を聞き、状況によっては必要な区役所の窓口や相談機関を紹介する仕

組み 
 離婚届けに「面会権、養育費の支払い」などを記入しないと離婚できない仕組み作り

（ＤＶなどの場合は調停者が間に入る）。養育費の支払い口座は子どもの口座のみと規

定すると支払う率が上がる。 
 離婚家庭のケア（面会や養育費の支払いなどを当人以外のＮＰＯなどが介入してサポ

ート）。子どものカウンセリング、苗字を子どもが選べる仕組み。 
 
・保育士の待遇改善と認定試験の回数を増やす。 
 年間１回の保育士試験を２回に増やす。または保育士不足の自治体（東京、神奈川な

ど）のみで通用する自治体独自の認定試験をし、三年間は地元で、その後はどこでも働

けるような仕組み作り。（例：神奈川県が取り組もうとしている） 
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・潜在保育士の掘り起こし 
 
・子育てコミュニティ付きマンション 
・多世代型コミュニティハウス 
 

企業の取り組み、働き方改革 

 

・次世代育成への負担を企業に求める。 
・従業員の多用性や多様な働き方を尊重するための管理職研修を徹底する。 
・マタハラへの意識啓発と防止を徹底する。 
・総労働量時間を決めて生産性の高い仕事へのシフト、生産性の数値化や評価の改正。 
・女性のみの両立支援、活躍支援から男性も含めた「働き方改革」へのシフト 
 
具体的な提案： 
 
・年齢と仕事を関連させない人事管理が必要。 
（いつ出産しても仕事に支障がでない人事管理） 
（例えば、具体的に 25 歳で出産した場合のキャリアコースのシュミレーションを各企
業に出してもらう） 
・長時間労働規制 （定時勤務制度） 
 今子育てを理由にした「時短勤務」と「残業免除」があるが、「残業免除」という制度

名を辞めて、「定時勤務」という名称にする。残業免除というのは残業が前提というイメ

ージがあるので、意識改革のためにも名称は重要である。残業をしないために長い時短

を選ぶ人が多いが「定時勤務」という選択もあるべきだ。 
 子育て期の男性も女性も定時退社が当たり前になれば「長い育休」や「長い時短」は

必要なくなる。 
・社員の「転勤を断る権利」を認め、人事に影響がでないようにする。 
・内定中の妊娠には入社猶予、子どもがいる新入社員を一定数採用するように義務付け。 
・採用の多様化。３０歳の新入社員もあり。子育て後新卒の創設。 
・多様性をマネージメントするダイバーシティマネージャを育成する。（子育て女性当事

者が、ダイバーシティマネージャになれるように育成すると効果的） 
・マタハラ防止の徹底。社内での教育はもちろん、社外に相談窓口を設ける。訴訟では

なく、雇用継続などを望む場合が多いので、そのための窓口という意味合い。 
・子宝指数（渥美委員提案）などをもとに、企業の子育て支援への取り組みを見える化。 
・非正規女性の産休、育休から復職。また再雇用を強化。次世代育成への負担を負う企

業にはインセンティブを。 
・３年間以内などの条件を設定し、退職した女性の再雇用制度を強化。 
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地方の取り組み 

 

・地方の首長の裁量のもとに、若もののＩターンＵターンを促す「雇用と定住」のセッ

トが必要。 
・男性超過の地域には「女性の雇用と定住」セットの仕組みが結果的に地域の結婚、出

生率向上に貢献する。 
・地方には「非正規」の仕事しかない女性は「非正規→結婚」ではなく「非正規→正規」

を求めて地元を出てしまう。地元の女性の雇用をつくることで２０代、３０代の女性を

地元にとどめることができる。 
 
 具体的な提案： 
 
・地域の担い手を育てるコミュニティ婚活事業 
 
参加者を巻き込み、成長させる仕組み  
「受け手」である参加者を「担い手」に変身させる仕組み  
「イベント事業」を担うことで「成長」する若者たち  
「婚活」という目的でも、結果的に「地域の担い手」としての成長がある  
例：  
滋賀県 琵琶 chu♡   
青年団主催  
 一年かけて船上婚活イベントを準備 準備委員 60 名の中からもカップルが産ま
れる）  
山形県庄内市 庄内恋愛講習所 レストランオーナーが主催 （毎回 30名）  
試験→講習（二回）→イベント開催のための打ち合わせを毎週行う→イベント  
 
 
・地方創生シェアハウス（過疎地域向け） 
若者の定住促進、婚活、地域活性を同時に行う仕組み  
現代版若者宿「地方創生シェアハウス」  
 
地域おこし協力隊のような仕組みで若者を募集し、空家に 1 人住まわせるのではな
く、シェアハウスに住んで活動してもらう。そのシェアハウスは「よそ者」だけで

なく、地域の独身者も一緒に受け入れる独身専用シェアハウスとする。 
そのシェアハウス中心にさまざまな地域おこしの活動（その中に婚活も）を担って

もらう。 
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プロセス： 
人口減少が進む「田舎暮らし」に興味を持つ若者を地域おこし協力隊として募集。

シェアハウスに定住して、地域で働いてもらう。 
（人手不足の解消 定住促進） 
さらにそこに地元の独身者を住まわせる。 
（独身者を実家から追い出す仕組み） 
交流が生まれ、地域の若者の拠点ができる。 
（地域活性コミュニティ作り、担い手の成長） 
その中で恋愛が生まれ結婚して行く人も出る。 
（婚活） 
 
婚活と地域の担い手づくり、若者定住の一石三鳥を狙う。 
 
実例： 
地域おこし協力隊のシェアハウス（岡山県美作市） 
http://sanson-share-house.com/ 
http://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/report/backnumber/no36/index.html 
独身者専用マンション（宮崎県西米良村） 
http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/book/monthly/1401/html/f12.htm  

 
若者向け情報提供・意識醸成事業 
 
 妊娠適齢期の情報提供と、それを踏まえた上でのキャリアプランの提案をセットにし

た「仕事、結婚、出産、学生のためのライフプランニング講座」を行って、高校、大学

の現場で見えてきたこと。 
 
・大学生、高校生ともに妊娠適齢期や男性不妊についての情報提供は効果的。（知らない

学生が多い） 
 
・共働きへの戸惑いは、自分の両親をモデルとしているので、「子育て像」と「働き像」

が全くかい離していて、想像できないことにある。３０代の現役共働き世代との交流が

必要。 
 
・子どもがほしくない、結婚の意味がわからないという学生は、両親のモデルがネガテ

ィブ。 
 
 ネガティブイメージを払しょくするにはどうすればよいか学生（神奈川大学）（スリー

ルインターン生）とディスカッションしたところ、こんな意見が出た。 
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神奈川大学： 
「赤ちゃんを抱いたことがない。姪っ子を抱っこしたら感動したので、赤ちゃんを抱っ

こできる機会が必要」（男子学生） 
「子どもが好きじゃないし、ほしくない。抱っこするのはしたい人だけにしてほしい」

（女子学生） 
「妊娠の適齢期、共働きの重要性などが理解できても、自分が就職する企業の実態とか

けはなれている。希望が持てないし、戸惑う」（男女） 
「面接時に「子どもを持っても働きますか？」と聞かれるが、何と答えればいいかわか

らないし、聞かれるだけで働きながら子どもを持つことを望まれていない、または家庭

に入れという感じがする」（女子学生） 
 
（株）スリール ワーク＆ライフインターン中の大学生： 
 
「結婚しなくても子どもが持てる、里親制度など、さまざまな子どもの持ち方、多様な

家族の在り方を提示するようなイベントがいい。今の自分には結婚しないと子どもが持

てないのは不自由な感じがする」（女子学生） 
 37人中、結婚しなくても子どもがほしい人は女性のみ 4名） 
「男性は在学中には結婚や子育てのことは考えない。共働きのイクメンなどに出会う機

会が必要」（男子学生） 
 
具体的な提案： ポジティブイメージキャンペーンは学生にゆだねる 
 学生と３０代共働き世代との交流イベント 
 多様な家庭の在り方を提示するイベント 
 学生から「自分たちが子どもを持ちたいと思えるための社会の在り方、働き方などの

イベント」のアイデアを募集するコンテストをし、採択されたアイデアを各自治体など

で実施する。 
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【提言】 

ベネッセコーポレーション  

サンキュ！編集長 武田史子 

 

【健康・医療】 

○産む前の若い世代から、産むための健康な体づくりを、どう推進していくか。 

 →高校生、20歳での「初めての婦人科検診」キャンペーン等 

○産後の心身の疲れを、どうサポートしていくか。 

 →現状、産後１カ月健診のみ。産後６カ月健診まで延長して、産後ママの心身のサポート

をしくみ化する等 

 

【仕事】 

○子どもを持ちながら働くためのキャリアプランを、企業が採用、育成、評価を多様化して、

どのように推進していくか。 

→上記と同時に、キャリアに必要なワークスキルを学べる教育機関の充実と支援が欠か

せないのでは。 

 

【結婚】 

○非正規雇用者の雇用の安定、就業支援をどう後押しするか。 

○男女ともに、結婚・出産・家庭の維持に必要な生活力を身につけることを、どのように教

育に組み込んでいくか。 

○非正規雇用者、キャリア女性の出会いの場をどう増やしていくか。 

 

【子育て】 

○教育にかかるお金の不安をどう解消するか。 

 →児童手当は、教育ではなく生活費に使われることも多い。教育資金としての手当と定義

づけ、アピールする等 

 →学校教育の充実。保育・教育に携わる人材の育成、教育内容の充実のための予算確保。 

 

○夫婦円満で、安心して、２人目、３人目を考えられる環境づくりを。 

 →安心して、手ごろな値段で、利用したいときにいつでも活用できる一時預かりを充実さ

せ、夫婦の時間と子育ての余裕を取り戻す支援等。 
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2014年 12 月 22日 

日経ＤＵＡＬ編集長 

羽生祥子（はぶさちこ） 

新たな少子化社会対策大綱の策定に向けての提言 

【主旨】

少子化対策において重要なことは、「現在子育て中の家庭の不安」が、これから出産が可

能な女性や夫婦（第一子、第二子、第三子とも）に伝わり、「産みびかえ」が進んでしま

うことだ。共働きをしながら子育てをしている家庭が、幸せと安心に満ち、仕事と育児

の両立が不安なく行えるような環境を、スピードを持って国が整備していくことを求め、

これを提言とする。ついては「出産・育児と仕事の両立が不安なく行える環境」につい

て、下記の４つを求めたい。

（１）「共働き家族」を国が支援 

経済的な不安で産みびかえる人は、未婚・既婚問わずに多い。そのため、夫婦ともに

働き続け、子育てをしていく家族を国が支援していく。

具体的には、典型的な家族像を「大黒柱＋専業主婦＋子ども」というモデルから、「夫

婦共働き＋子ども」という家族にロールモデルシフトし、新しい家族像のイメージを

掲げ、その家族が暮らしやすいインフラや文化を推進する。

（２）待機児童解消に向け、安定的財源を確保し続け、平成 29年度に必ず実現させる 

「産んでも保育園に入れないかもしれない」という不安は、未婚者から既婚者まで広

い世帯に悪影響をおよぼしている。正社員のみならず、契約社員・自営業者でも、働

きながら子育てをし続けられるようにするため、「必ず入園できる」という安心を国は

待機児童解消という形で国民に提供していくべきだ。なお、安定的な財源確保のより

どころとされていた消費税増税（10％）が延期されたが、この延期は待機児童解消へ

のプランへ悪影響をおよぼしてはならない。平成 25・26年度の「緊急集中取組期間」

において約 20万人分の保育整備を、そして平成 27～29年度で約 40万人の保育の受け

皿を確保し、「平成 29年度には待機児童楷書を目指す」というプランは予定通りスピ

ードを持って実行してほしい。
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（３）「子育て支援企業」を国が推奨する 

国や地域で子育て支援を進めても、企業において「子育て社員を受け入れる文化」が

なければ、残念ながら「これから出産をする可能性のある男女」に向けて出産・子育

ての魅力は伝えられない。それどころか、「家族を持つこと」への悪いイメージだけが

残り少子化対策の成功はないといえよう。女性に限らず、男性の「子育てをしながら

働き続ける」という意識を確立させ、悪影響となっている慢性的な長時間労働をなく

すような「働き方革命」を国が推奨していってほしい。

特に重要なのは、経営者・管理職・現場社員の３者が皆、「子育て時間」を尊重するよ

うな文化を持つことだ。この意識改革には、「女性の活躍推進」と同様、国による強い

メッセージや推進プログラムが必要となる。例えば「子育て支援企業アワード」「イク

ボス企業推進」など、積極的に取り組んでいる企業を国が奨励することは、少子化対

策への現実的で効果的なエンジンとなる。

（４）男性の「子育て力」を国が引き上げる 

国・地域・企業についで現実的に重要になるのが、家庭内での夫婦の在り方だ。教育

や職業での男女平等が進んだ今、出産・子育て・家族についても男女平等に取り組む

ことが若い世代で当たり前のように求められている。これまでのように「子育ては母

親がするもの、稼ぎは父親」といった古い価値観をやめ、「子育ても仕事も父母両方で

取り組む」という価値観にシフトすること。そのために、国は「男性の子育て力」を

引き上げねばならず、仕事も家庭も両立できるような男性を増やすことに注力すべき

だ。ロールモデルを掲げ、「子育て力講座」などを国・地域・企業と一体となって推進

していってほしい。このことは、女性が安心して産み、育て、働き続ける力強い基盤

となる。

以上

17



吉田委員提言 

 

【妊婦、子供や子育てに温かい社会・地域づくり】 

○  妊産婦が安心して出産・子育てできる社会を作るためにはどの

ような取組が必要か。生命を生み、育むことの大切さへの理解を

どのように広げるか。 

 

→ 妊産婦を応援するというメッセージ、マタニティハラスメント

のガイドライン、マタニティマークの普及、妊産婦に対する尊重・

配慮、妊産婦に優しい施設などを、どう考えるか。 

 

→ 乳幼児と一緒の外出を楽しいものにできるよう、子供とお出か

け応援施設・サービス、交通機関での子連れへの配慮、子供と一緒

だとお得なサービスなどを、どう考えるか。 

 

→ 子供の命を守り、安全・安心を考えるために、子どもと家族の防

災に関する啓発や、小児医療に関する情報提供を平時から行うこ

とで、地域全体で子育てを見守る意識を醸成する。 
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