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「新たな少子化社会対策大綱策定のための検討会」（第５回）議事録 

 

日 時：平成27年１月13日（火） ９:30～11:57 

場 所：中央合同庁舎第４号館12階1208特別会議室 

 

○佐藤座長 新年第１回ということで、今年もよろしくお願いいたします。 

 それでは、定刻になりましたので、第５回「新たな少子化社会対策大綱策定のための検

討会」を始めさせていただきます。 

 本日は、一ノ瀬委員、稲垣委員、土佐谷委員、羽生委員が御欠席です。また、武田委員

はいらっしゃる予定ですけれども、ちょっと遅れられるということです。 

 本日の検討会の進め方ですけれども、議題に入る前にまず、１月１日に厚生労働省から

人口動態統計の年間推計が公表されましたので、その内容について事務局から御紹介いた

だきたいと思います。その後、議題に入らせていただきまして、まず１つ目としては、年

末に閣議決定されましたまち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」及び「総合戦略」につ

いて、まち・ひと・しごと創生本部事務局の山崎事務局長代理から御説明いただきたいと

思います。次に、２つ目の議題ですけれども、少子化対策の目標や指標のあり方、フォロ

ーアップについて、これは前回、次回御検討させていただくとお話しさせていただいた内

容ですが、事務局から御説明いただいて、20分程度議論したいと思います。３つ目の議題

ですが、少子化対策予算。これは今後こういう予算に使っていったらということですけれ

ども、事務局から説明いただいて、25分程度意見交換したいと思います。最後に検討の取

りまとめに向けて、前回に引き続きまして、議論の整理（案）について御説明いただいて、

皆さんから御議論いただく。ここに30分ちょっと時間をとれればと思います。 

 それでは、今、御説明させていただいたように、まず最初に資料の確認と人口動態統計

の年間推計の御説明をいただければと思います。 

○吉田補佐 まず、資料の確認からさせていただきます。 

 本日の資料といたしまして、資料１、２－１、２－２、２－３、２－４、２－５。２－

５にはアクションプランがついております。２－６、３－１、３－２、その後ろは１枚紙

ですが４－１、４－２、５－１、５－２、６－１、６－２という資料を用意させていただ

いております。 

 また、今日の議論の参考として、皆様のお手元に昨年版の少子化社会対策白書を置かせ

ていただいております。 

 最初の資料１に基づきまして、本年１月１日に厚生労働省から公表されました平成26年

人口動態統計の年間推計について御説明いたします。こちらは年始の新聞にも出ておりま

したけれども、平成26年の人口について、年の途中までの確定値をもとに年間の推計を出

したものであり、あくまでも推計値です。 

１ページの上のほうにありますが、平成26年の出生数が100万1,000人と推計されており
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ます。これは統計を取り始めてから過去最少になっておりまして、また、死亡数126万9,000

人は戦後最大の数字になっております。その結果、人口の自然増減が26万8,000人ですが、

こちらについても最大の人口減少幅となっております。 

 ２枚おめくりいただきますと、参考として、日本の将来人口推計をつけております。人

口動態統計は毎年１年間の年間統計を出しているものですけれども、こちらは、国立社会

保障・人口問題研究所人において長期の人口推計として平成24年１月の段階で推計を行っ

たものになっております。 

 左から2つ目に、総数の横に「人口減」と書かせていただいております。2014年には大体

年間30万人減少という推計をしておりまして、出生率が中位推計でいきますと、この年間

の人口減少幅がどんどん大きくなりまして、2020年ごろには60万人、2030年ごろには80万

人、2040年ごろ以降は毎年100万人近く人口が減少するということが推計されております。 

 最後のページになりますけれども、1970年の出生数、ことし45歳になられる方が生まれ

た段階では193万人いらっしゃいましたが、今、20年後の1990年生まれの方が122万人とな

っております。つまり、親となる世代の人口が大幅に減っています。その結果といたしま

して、出生率が同じ水準であれば、2014年から2018年にかけて毎年３万人ずつ生まれる子

供の数が減るのではないかという推計が行われております。 

 なお、人口動態統計の年間推計につきましては、まだ推計値でございますが、６月に概

数と合計特殊出生率が出され、９月に確定されると伺っております。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 今の推計値ですけれども、御質問があれば。追加的な説明はよろしいですか。 

 では、安藏委員。 

○安藏委員 座長と目が合ったので。 

 今、御覧いただいて、出生率を挙げても、生む人の数が減っているということを言えば、

出生率もそうなのですけれども、出生数が減る一番大きな原因は、人口の年齢構造なので

す。生む人たちがどんどん減っていくということが出生率を上げてもなかなか追いつかな

いというかなり危機的な状況だと理解いただける。60％は人口構造の影響です。 

○佐藤座長 そういうものを視野に入れながら議論していきたいと思います。 

 それでは、１つ目の議題に入らせていただきたいと思います。 

 まず、まち・ひと・しごと創生本部事務局の山崎事務局長代理より御説明いただければ

と思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○山崎事務局長代理 私の関係の資料でございますが、資料２－１から６までございます。

これが資料でございます。10分ぐらいお時間をいただきましたので、全体概要を御説明い

たします。 

 まず、資料２－１、A3の大きな紙でございますが、広げていただきたいと思います。 

 全体構造を簡単に御説明いたしますと、一番上に国、地方と書いてございますが、国の
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長期ビジョン、これは2060年といった長期を視野に置いた人口の中長期展望でございます。

それと、これを踏まえた総合戦略の両方を、昨年12月27日に閣議決定してございます。 

 この長期ビジョンと総合戦略でございますが、昨年の臨時国会で成立したまち・ひと・

しごと創生法という法律において、まず、国において、まち・ひと・しごと創生の総合戦

略をつくれという規定がございまして、これにまさに基づいたものでございます。その内

容でございますが、第８条の３項に書いてございますが、これをつくる場合には、人口の

現状及び将来の見通しを踏まえ、実はこれは長期ビジョンに関する部分ですが、これをし

っかり踏まえた上で、客観的な指標、数値を置け、目標を置けという形になってございま

して、この法律に沿って作成し、閣議の決定を行ったものでございます。 

 資料２－１に戻りますが、この国の長期ビジョンと総合戦略を踏まえまして、今年はま

さに地方でございまして、都道府県と市町村において地方の人口ビジョン及び地方版の総

合戦略を策定していただく手続になってまいります。この地方版の総合戦略も、まち・ひ

と・しごと創生法に基づくものでございまして、地方版の総合戦略を私どもは最も重視し

てございまして、政府として様々な面で御支援申し上げ、しっかりしたものを作っていた

だくという過程に入ってまいります。私どもが聞いている限り、今日は高知県知事の尾﨑

知事がいらしていますが、もう既にかなり県を含め、相当積極的に検討されていると聞い

ておりますので、ここではかなり具体性のあるものが出てくるのではないかと期待してい

る次第でございます。 

 資料２－２を御覧いただきたいと思います。どういう全体の概要になっているかを少し

御紹介したいと思います。 

 左側に「長期ビジョン」と書いてございますが、先ほど申し上げましたように、2060年

を視野に置いた、まさに中長期展望でございます。その大きな展望として人口減少問題の

克服、その一つとして、2060年に１億人程度の人口を確保するという中長期のビジョンを

置いてございます。その上で人口減少に歯どめをかけるということで、特に若い人の結婚

もしくは出産の希望を実現するというのを一つの大きな目標に置いてございます。仮にこ

れが実現した場合には、国民希望出生率と書いてございますが、出生率1.8程度は確保され

るだろうという見通しを示してございます。 

 その上で、実はこの問題は人口移動が大変かかわっていますので、「東京一極集中」がず

っと議論になってまいりましたが、これに関しても、先ほどのまち・ひと・しごと創生法

上もまさに東京一極集中の是正という形を法律上明記してございまして、この一極集中の

問題も扱うというものが大きなテーマになってございます。 

 その上で、成長力と書いてございますが、さらに生産性の向上を図れば、2050年代にお

いてGDP成長率1.5～２％を目指すことができるというものでございます。 

 長期ビジョンの具体的内容は、お手元の資料２－４でございます。これが全文でござい

まして、全体が閣議決定されているものでございます。８ページを御覧いただきたいと思

いますが、「今後の基本的視点」というものがございます。その中で３つの視点を挙げてご
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ざいまして、１つ目は東京へ若者を中心として人がいまだに集まり続けている。「東京一極

集中」の問題を是正すること。２つ目が若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。

そして、３つ目が地域の特性に即した地域課題を解決する。これらを３つの基本的視点と

して挙げてございます。 

 その上で（２）として、まずは、国民の希望の実現に全力を注ぐというものでございま

す。特に、（３）でございますが、若い世代の就労・結婚・子育ての希望に応えるというも

のでございます。 

 資料の11ページ目をあけていただきたいと思いますが、将来方向の中でまず一番最初に

書いてございますのは、人口減少に歯どめをかける必要があるということ。その上で、先

ほど申し上げました若い世代の希望が実現すると出生率は1.8程度に向上するということ

を書いてございます。（３）でございますが、歯どめがかかれば、2060年段階では１億人程

度の人口が確保されるということを明記してございます。 

 なお、17ページに将来の推計を示しているものでございます。 

 それでは、恐縮ですが、また大きな紙の資料２－２に戻っていただきたいと思います。 

 今、申し上げた長期ビジョンを踏まえまして、2015年から2019年の５か年の総合戦略を

定めてございます。2019年となっていますのは、2020年がオリンピックでございまして、

オリンピックを一つの目標年次に置いてございまして、それまでの５か年に何をするかと

いうものでございます。 

 資料２－２の総合戦略は３つほどの大きな構成になってございますが、今、申し上げた

長期ビジョンを踏まえて、左側でございますが、まず、2020年の基本目標を定めてござい

ます。 

 ここは４つ大きなテーマを挙げてございまして、まずは仕事の面でございます。先ほど

の東京一極集中の問題、これは地方における雇用という問題がございますので、地方にお

ける若者の雇用を2020年までの５か年で30万新たにつくるという目標を置いてございます。

さらには正規労働者の割合を引き上げ、女性の就業率を高めるというものでございます。 

 これを実現するために、真ん中にございますが、KPIとしまして、例えば農林水産業にお

いては５万人、観光関係で８万人、さらにいわゆるニッチトップ企業等に関しまして８万

人といったそれぞれの産業別の目標を設定するという形でございまして、今回、私ども本

部は一応、全省庁が入ってございますので、全ての政府全体を通じたまさに計画という形

で示してございます。 

 それを実現するためには、一番右でございますが、地域産業の競争力の強化であります

とか、さらに特に地域の産業としてはサービス産業、農林水産業、観光の３大産業をいか

に育成するかをテーマに置いてございますし、それを実現するための人材還流というもの

を進めていきたいと考えてございます。 

 ２番目が茶色の箱でございますが、基本目標としては、現在、東京圏に毎年10万人ほど

入超でございまして、47万人が東京圏に入り、37万人が東京圏から出ている。ちょうど差
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し引き10万人入超でございますが、これを2020年段階で均衡させたいと考えてございます。

つまり、ここの１つの目標としましては、地方から東京圏への転出、転入でございますが、

仕事をつくることによって６万人を食いとめ、逆に東京から地方へＵＩＪターンを含めて

４万人を増やしていこうというものでございます。 

 そのためには仕事の創設もございますが、一方で、真ん中にありますような地方に対す

る、今、東京圏の人も４割近くは条件が整えば地方に住みたいという希望がございますの

で、地方への移住を促進するセンターを置き、斡旋を進めていくことでありますとか、今

回特に税制に力を入れてございますが、東京本社の機能を地方に移転した場合にかなり強

力な税制の支援を行っていこうというもの、さらには地方大学が大変鍵でございまして、

地方大学の強化を図っていきたいということで、地方大学の活性化でありますとか、地方

へ就職した場合には新たな奨学金の免除制度といったものも県と一緒に今、検討している

状況でございます。こういった地方移住関係、地方移転関係の施策がもう一つの大きな柱

でございます。 

 ３番目が、そういう居住・仕事の環境をつくった上で、まさに若い方が結婚し、出産、

子育ての希望を実現したいというところになりますが、これに関しましても、目標としま

して、ここにありますような、実際に安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる人の割

合を増やしていきたい。さらに第一子の出産前後の女性の就業の継続率でありますとか、

結婚希望実現指標と書いてございますのは、結婚を希望している方が実際にどれだけの結

婚をしているかという指標でございますが、現状はまた68％ですが、これを引き上げてい

きたい。さらには夫婦が持つ子供の数についても、平均しますと2.1人を予定していますが、

これも実現できるようにいきたいと考えてございます。 

 このために指標としまして、真ん中にございますが、若い人の経済的な安定が非常に大

事でございますので、結婚の前提となる経済のバックボーンを強化する。さらには妊娠・

出産・子育て等の支援、ワーク・ライフ・バランスの実現といったまさに少子化対策を総

合的に進めていくという内容になってございます。 

 一番下でございますが、こういう３つの大きな部分は、まさに人口減少に歯どめをかけ

るという、いわば積極的な戦略になりますが、一方で、どうしても地域においては人口が

かなり減っていく面がございますので、そういう人口の減少、時代に合った地域づくりを

進めていくことを念頭に置いてございます。特にこの場合には、地域の連携が大変大事で

ございますが、ここは先ほどありましたように、地方版の総合戦略が今からつくられます

ので、それに沿って、国から一方的に決めるのはおかしいわけでございますので、地方の

状況も見て、さらに目標設定を行っていきたいと考えてございます。 

 具体例としましては、「小さな拠点」と書いてございますが、中山間地域におけます縦割

りを排除した拠点づくりでありますとか、市町村、特に地方都市におけますコンパクトシ

ティ化、さらには中古市場等、大変いろいろな問題が出てございますが、そういったスト

ックベースについてもマネジメントを新たにつくっていきたいと考えている次第でござい
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ます。 

 全体としましてはこういう構成になってございまして、具体的には資料２と、続きます

が、アクションプランという分厚い資料がございます。これも全て閣議決定を行っている

内容になってございます。 

 一つだけ御紹介しますが、資料２－５の11ページ目をあけていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げました基本目標というものがこういう形で書かれているわけでございま

して、例えば11ページが雇用に関する基本目標の数値。12ページ目が人の流れに関する目

標。若い世代の結婚・出産・子育てに関する目標。さらに13ページ目は地域ごとの地域づ

くりに関する目標。こういう基本目標を設定した上で具体的な政策内容としましては、15

ページ以降に政策パッケージという格好で、ほぼ全政策にこれを網羅している形になって

ございます。 

 この内容の政策パッケージをさらに詳しく毎年ごとのアクションプランに落としたもの

がもう一つの横紙でございまして、これを御覧になっていただきますと、さらに詳細にわ

たって当面は何をやるか、2015年度は何をやるかをそれぞれ内容を定めているものでござ

います。 

 したがいまして、今回の対策は、これまでばらばらでした政府の対応を一元化するのが

１つ重要な目標でございます。その上で、人口問題、あらゆる雇用問題でありますとか、

人の住まい、さらには当然、結婚等全てが関係しますので、それに関係する政策を全部横

串でつくり、加えてさっきの法律にありましたように、しっかりしたPDCAサイクルで目標

設定を行い、これを管理していくという形を考えている次第でございます。 

 なお、この総合戦略は５か年でございますが、これは５か年後の目標を設定しますが、

毎年その実施状況を検証しまして、政策内容もその都度見直していくということを想定し

ておりますし、2020年で全てが決まるとは全然思っていませんので、これについてはさら

に長期的な対応をしっかりやっていくことが必要ではないかと考えている次第でございま

す。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明について御質問なり御意見があればどなたからでも出して

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ、尾﨑委員。 

○尾﨑委員 山崎代理、まことにありがとうございました。 

 今回、まち・ひと・しごと創生の総合戦略が策定されたことについて全国知事会といた

しましても大変すばらしい方向だということで、みんな歓迎をしておるということだと私

は理解いたしております。 

 特に今回のまち・ひと・しごと創生に係る総合戦略については、今までの地域活性化に

ついての政府の方針と一次元、二次元違うところがあると思っていまして、その最たると
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ころは何かというと、人口減少が地方の衰退の大きな要因であることを真正面から捉えて

いただき、またその人口減少問題の背景にある少子化問題、さらに言えば、東京への一極

集中といった社会構造でありますとか、こういう大きなマクロの大規模構造というものを

とらまえていただいた上で、それに正面から取り組みながら地方の創生を図るという構造

になっているということについて、これは従前になく、非常に画期的なことだと思ってお

ります。 

 そういう中で、我々地方としても、まさにうちの県などは人口が自然減になったのは全

国で第１番目の県で、人口減少がいかに地方を衰退させたかを実感してきた県なのですが、

政府の大きな力強い後押しを得て、我々自身として地域版の総合戦略づくりなどに大いに

努力を重ねていきたいと思っているところです。 

 少子化社会対策大綱を今後策定していく文脈の中で、先ほど申し上げたまち・ひと・し

ごと創生の新しい総合戦略の構成を大いに意識してつくっていく必要があるのだろうなと

思います。というのは、まち・ひと・しごと創生の地方創生の総合戦略と少子化の取組は

相互に極めてリンクしているのであって、総合戦略の一部として少子化対策の取組があり、

また逆に、少子化対策の取組の一部としてこの地方創生の取組があるということなのかな

と。これは相互に依存し、かつ高め合う関係ということなのだろうと思いますので、これ

は相互に独立したものではなくて、大いにこれはリンクしているのだということ、そこを

大いに大綱をつくるときなども意識して行っていく必要があるのかなと。そういう意味に

おけば、例えば地方への移住の促進でありますとか、地方での職をつくる取組であります

とか、そういうものに大きく支えられていきながら少子化対策大綱というものがある。ま

た、少子化の取組が地方創生の取組を全体として底支えしている。そこのところを意識し

た検討が必要かなと思いました。 

○佐藤座長 大綱も政府が決定するということになりますので、これときちんと連携した

ものにしなければいけない。御指摘のとおりだと思います。 

 ほかには。 

 どうぞ。 

○小野田審議官 尾﨑委員、ありがとうございました。 

 実は、山崎代理にも我々の方からもいろいろお願いをさせていただきまして、資料２－

５の41ページを御覧いただければと思いますが、まさに先ほど山崎代理から御説明してい

ただきました３つ目の柱の中の少子化の部分、一番上のところで「少子化社会対策大綱」

と連携した総合的な少子化対策の推進というものを入れさせていただいておりますので、

まさに我々もそこの連携を意識して進めていきたいと思っております。 

○佐藤座長 書いていただいているということですね。 

 白河委員、どうぞ。 

○白河委員 詳細な御報告ありがとうございました。 

 今回は包括的ですばらしいと思っているのですが、１点質問がありまして、資料２－２
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の基本目標の女性の就業率73％ですが、これは正規ではなく非正規も含めた就業率と解釈

してよろしいのでしょうか。 

○樋口委員 私も地方創生に関わっていますので。まさに正規、非正規全てを含めたもの

と考えております。 

○佐藤座長 就業率ですから、当然、自営業セクターも入っている。樋口さん、それでい

いですね。 

○白河委員 わかりました。 

 地方の女性の動きを見ていますと、特に20代、30代ですが、非正規の人がそのまま結婚

に行くのではなくて、非正規から正規になろうとまずして、そして地方から出ていくとい

う動きが非常に顕著になっておりますので、非正規の仕事が幾ら増えてもなかなか地域に

とどまってもらえないのです。福井県と富山県とか山形県の三世代同居率、女性の共働き

率がともに高い県を比較すると、福井県は正規就労が多くて、それで出生率も高いのかな

と私は簡単に分析したところ思っているのですけれども、ほかの共働き率が高い県も非正

規の仕事だとそんなに出生率がどうも高くない。やはり出ていってしまうのは、女性の正

規の仕事が地元にあることがすごく大事なのではないかと思っているので、是非この辺は

何か論点に入れていただけたらなと思っております。 

○山崎事務局長代理 こちらの資料だと思いますが、厚いほうの資料２－５の今の御指摘

は11ページから12ページにかかる部分なのですが、女性の就業率の目標とともに、あわせ

て若い世代の正規雇用労働者数の割合という目標を置いてございまして、まさに御指摘の

とおり、15～34歳の方は非正規が非常に高いわけです。要するにその部分だけはせめて全

世代と同じぐらいの割合にまず５年間でしましょうという形で、正規割合もしくはここに

書いてございますが、不本意非正規をなくしていくという形の目標設定を置かせていただ

いてございます。 

○白河委員 地方の方とお話をすると、まず、正規というと、男性の正規を増やそうとい

う論点にすぐ結構なるのですが、女性の方の話を聞いていると、若いうちしか仕事がない

ので、結局、ある程度の年齢になると東京とか都会に仕事を求めて出ていかざるを得ない

みたいな話もよく聞くので、女性活用に関しては本当に東京と地方の差がものすごく大き

いのです。特に雇い主の方たちの意識がすごく違うので、やはり女性の正規もとても大切

であるということを地方に説明されるときに是非言っていただきたいと思っております。 

○佐藤座長 今のことに関係してあれば、お願いします。 

○樋口委員 山崎代理のほうからも説明があったとおりなのですが、これは議論をしてい

て、最後のところで、女性を重点に考えていく必要があるのではないか。おっしゃるよう

に、かつては労働移動あるいは社会移動が男性の次男、三男という形で行われてきたわけ

ですが、今、比率で見ると同じように女性も移動するようになってきている。それがかつ

てとは大きく違っているということから、雇用について、地方で女性の雇用も含めたこの

問題を考える必要がある。あるいはＵターン、Ｉターンというときに、夫のほうは行って
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もいい、地方に戻ってもいいというのですが、女性のほうが反対するという比率、アンケ

ート調査を見てもかなり差があるということが出ていまして、女性も地方に住みたいとい

うものをいかにつくっていくかということがポイントで、そこを支援しようということも

具体的に入ったと理解しています。 

○白河委員 ありがとうございます。 

○佐藤座長 吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 ありがとうございます。 

 本当に俯瞰したオールジャパンの取組で、いろいろと勉強になりました。私は産婦人科

医ですので、２－２の真ん中ごろに若い世代の結婚・出産・子育てできる社会を達成して

いると考える人の割合が40％以上というところで、この40％というのが出生率1.8を目指し

て算出されたものなのかというものをお知らせいただければと思うのですが、私の感覚と

しては40％、半分以下というのがどこから出てきたのかなというのがございまして、40％

でこの出生率を達成できるのか、何か算出方法ですとか、根拠がありましたらお願いしま

す。 

○山崎事務局長代理 御指摘の点は、本文の資料２－５の13ページのところになります。

結論から申し上げますと、1.8という出生率自体の計算はこれとはまた別でございまして、

そもそも結婚したいという希望と、夫婦として子供が欲しいという、まさに予定している

数から出ているものでございますので、これとは別になっています。ここに書いてござい

ますのは、13ページの上に書いてございますが、実はこれは内閣府で意識調査を行ってご

ざいまして、2013年度は２割弱ぐらいでございます。したがって、これは一つの目標とし

てこういう方々を倍増したいということで４割を一応設定してございます。この４割のほ

うからそういう出生率の計算は必ずしもリンクしてございません。 

 ここは随分議論したのですが、内閣府とも相談した中で、こういう形のまさに安心感と

いいましょうか、この部分をいわば指標といいましょうか、さっき言いましたように、政

策の効果があったかどうかをしっかり何らかの形でインジケートしたいという気持ちを非

常に持ってございます。もちろんこれについては、本当は100％にしたいと思っていますが、

まず、足もとが２割弱ということで、一応、４割を５年間の目標として設定しているとい

うことでございます。 

○吉田委員 ありがとうございます。 

 例えば健康政策ですとか、WHOですとモニタリング・フレームワークをつくって、途中途

中でいろいろとモニターするということをしてございますので、最終的に40％を目指すと

いうことであればそれでもいいのですけれども、途中途中で出生数ですとか、何か毎年毎

年見直していけるような、最終的に40％を目指すのであれば、その途中途中で本当に生ま

れているのか、効果が出ているのかなど、モニターしていくことが重要かと思います。 

○山崎事務局長代理 これは一応、５年後ですけれども、さっき申し上げたように毎年毎

年検証させていただきたいと思っています。まち・ひと・しごと創生本部のもとに創生会
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議ということで、実は樋口先生にも入っていただいていますが、専門家も交えてこういう

検証自体の仕組みをつくっていきたいと考えてございます。 

○吉田委員 ありがとうございました。 

○佐藤座長 では、安藏委員。 

○安藏委員 拝見して、総合的によくつくられていると思いました。以前、次世代育成支

援策のときに、各自治体の調査をしたことがあるのですけれども、地方自治体ですと、少

子化対策というと、子供が生まれて、子供の保育をして、高等学校まで教育をすると、高

等教育機関がないとみんなそのまちから、あるいはその地域から出ていってしまう。就職

先が東京にしかないとまたみんな東京に来てしまう。やはり、教育システムから雇用シス

テムまで、地方から人口を吸い上げてしまう。少子化対策を自治体がやればやるほど赤字

で、大きくなれば東京に出てしまい、納税してくれないということがずっと起きていたわ

けです。ですから、地方にとっては、少子化対策はやるだけ無駄で、人口増加政策という

か、ほかの地域から持ってくることのほうが重要で、産業振興を入れて、そういう政策し

かないのではないかという意見を随分聞いていたのですけれども、今回その辺のところを

断ち切るためにも、地方の大学の育成と地方での就業を優先的にさせる形をやらないとそ

のリンクは切れないと思いますので、この辺のところをよく配慮していただければと思い

ます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 よろしいですか。 

 やはり結婚・出産・子育てができるような経済的な基盤を整備していくということで、

男性だけではなく、女性の就業機会の確保ということで、いわゆる正社員就業。ただ、地

方の場合はいわゆる雇用だけではなくて、自営業セクターで働くことも視野に入れながら、

もう一つは、正社員でも不安定な雇用もあるので、そういう意味では、全体としての底上

げが大事なのかなと思いました。 

 よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、次の議題に入らせていただければと思います。 

 次に、少子化対策の目標やフォローアップの進め方について事務局より御説明いただい

て、特に論点案に示された内容を中心に御議論いただければと思います。 

 それでは、事務局から御説明をいただければと思います。 

○宮本参事官 それでは、資料３－１と資料３－２に基づいて御説明いたします。 

 今、座長からお話がありました少子化対策に関する目標についての論点。これは事務局

としてこういった点につきまして御議論いただければとして御用意したものです。 

 まず、資料３－２の少子化対策に関する目標等の関係資料を御説明させていただきます。 

 関係資料につきましては、２部構成となっておりまして、前段のほうは関係する文章を

抜粋したものです。参考資料は関係部分の全体を抜いてきたものです。前段部分について
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御説明申し上げます。 

 １ページをお開きいただけますでしょうか。 

 まず、少子化対策に関連する目標、指標等についてです。最近の政府内での少子化をめ

ぐる目標、指標等について御紹介させていただきます。 

 まず、経済財政運営と改革の基本方針2014、いわゆる骨太の方針で、昨年６月に閣議決

定されているものです。その中に、中ほどにアンダーラインがありますが、「2020年を目途

にトレンドを変えていくことで、50年後にも１億人程度の安定的な人口構造を保持するこ

とができると見込まれる」とされております。 

 その下の望ましい未来像に向けた政策推進として、改革を進めることにより、「以下のよ

うな道筋が描かれる」ということで、①の部分ですが、「50年後に１億人程度の安定した人

口構造を保持することを目指す」とされております。 

 続きまして、経済財政諮問会議の中の「選択する未来」委員会の報告、11月にまとめら

れたものです。こちらにつきましては、有識者会議の報告であり、閣議決定ではありませ

ん。 

 その中の基本的な考え方の部分でアンダーラインがありますが、「人口急減・超高齢化が

招来し、経済社会全体が負の連鎖に陥り、地域社会が衰退していくことは避けられない。

人口急減・超高齢化を克服し、人口が50年後においても１億人程度の規模を有し、将来的

に安定した人口構造を保持することを目指すべきである」とされています。 

 続きまして、２ページ目です。今、御説明がありましたまち・ひと・しごと創生長期ビ

ジョン、総合戦略です。これは昨年末に閣議決定されております。 

 若干説明が重複しますが、御説明させていただきますと、長期ビジョンは、日本の人口・

経済の中長期展望を示したものと位置づけられておりまして、その中でアンダーラインが

ありますが、「若い世代の希望が実現すると、出生率は1.8程度に向上する」とされており

ます。 

 （３）です。「人口減少に歯止めがかかると、2060年に１億人程度の人口が確保される」

とされております。下のほうにアンダーラインがありますが、「2030～2040年頃に出生率が

人口置換水準まで回復するならば、2060年に総人口が１億人程度を確保し、その後2090年

頃には人口が定常状態になると見込まれる」。その下に推計の御紹介がありまして、2020

年に出生率1.6程度、2030年に1.8程度まで向上し、2040年に人口置換水準が達成されるケ

ースを想定しているとされております。 

 １枚おめくりいただきまして、３ページです。 

 同じくまち・ひと・しごと創生の総合戦略です。 

 長期ビジョンを踏まえ、今後５年間の政策目標などを示したものです。その中に、基本

目標が真ん中あたりにあります。４つの基本目標のうちの一つといたしまして、若い世代

の結婚・出産・子育ての希望をかなえるとされております。その中に具体的にアンダーラ

インがありますけれども、「安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を達成している
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と考える人の割合を40％以上」にするですとか、「結婚希望の実現率を80％に引き上げてい

く」などの数値が示されております。 

 以下、政策パッケージがあります。先ほど御説明がありましたが、様々な政策パッケー

ジが示されておりまして、その中にKPI、重要業績評価指標などが設定されております。少

子化に関係すると思われる指標につきましては、以下のア）、イ）、ウ）、エ）などに示され

ております。 

 続きまして、４ページです。 

 こちらは齊藤委員が座長をつとめられました少子化危機突破タスクフォース（第２期）

の取りまとめです。こちらは、閣議決定されていません。 

 その中の提言３ということで、アンダーラインがありますけれども、目標につきまして、

提言ということで、「個々人が希望する年齢に結婚でき、かつ、希望する子どもの数と生ま

れる子どもの数との乖離をなくしていくための環境整備は、国民の理解や賛同が得られる

ものとして目標の一つとなり得る」と記載されています。 

 おめくりいただきまして、５ページです。 

 こちらが現在の少子化社会対策大綱の施策に関する数値目標と参考資料です。 

 施策に関する数値目標といたしまして、今後、５年間を目途として、施策に関する数値

目標を設定しております。例えば保育所の定員などです。 

 具体的なものにつきましては、同じ資料の50ページから全体を示しています。50ページ、

51ページが施策に関する数値目標ということで、NICUですとか、不妊専門相談センターで

すとか保育などについても項目と現状、目標となる値があります。これは施策についての

目標ということです。 

 もう一つは、参考指標ということで、この大綱ではなく、ほかの計画ですとか合意。例

えばワーク・ライフ・バランスの関係の計画などで定められているもので少子化に関係す

るものを参考指標として大綱の中に盛り込んでいます。具体的には同じ資料の53ページ目

以降にあります。例えば男性の育児休業取得率ですとか、第１子出産前後の女性の継続就

業率などです。 

 ５ページに第３次男女共同参画基本計画の中で成果目標ですとか、参考目標が設定され

ています。 

 成果目標といたしましては、年次有給休暇取得率などがあります。この目標につきまし

ては、政府全体で達成を目指す水準とされています。また、ここでの参考指標は、男女共

同参画の形成の状況を把握する上で重要な指標ということで、数値目標は設定されており

ません。定期的にフォローアップするとされております。 

 続きまして、６ページです。 

 政府の中長期計画・指針における目標、指標についてどういった位置づけであるかとい

うことを簡単に整理したものです。 

 まず、現在の少子化社会対策大綱です。施策に関する数値目標と参考指標が設定されて
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います。 

 第３次男女共同参画基本計画におきましては、成果目標として、政府全体で達成を目指

すべき水準というもの。フォローアップするものとしての参考指標がです。 

 まち・ひと・しごと創生長期ビジョンと総合戦略におきましては、長期ビジョンで中長

期展望を示し、総合戦略におきまして基本目標が示されており、重要業績評価指標、KPI

と言われるものを設定しているという構成になっております。 

 ７ページです。 

 少子化対策に関する目標等の議論を行う際の留意点ということでして、これまで議論さ

れた中で関係ありそうなものを事務局として参考までにお示ししているものです。 

 まず、少子化社会対策基本法という当大綱の基本、根拠になるもので、「結婚や出産は個

人の決定に基づくものである」とされております。 

 少子化危機突破タスクフォース（第２期）の取りまとめの抜粋ですが、アンダーライン

にありますのは、「結婚、出産はあくまでも個人の自由な選択や決定に基づくものであり、

個人に対して、特定の価値観を押し付ける、又はプレッシャーを与えるかのようなメッセ

ージとならないように留意する」ということが必要。目標は、「個人に対する目標ではなく、

あくまで政府や企業に向けたものであることを改めて明確にすることが必要」ということ

が記載されております。 

 その下の第10回経済財政諮問会議には、少子化対策担当大臣の提出資料ということで、

今、御説明を申し上げました少子化危機突破タスクフォースについて御説明したときに提

出したものです。内容は同じですので、説明を割愛させていただきます。 

 まち・ひと・しごと創生長期ビジョンです。アンダーラインがありますが、「結婚や出産

はあくまでも個人の自由な決定に基づくものであり、個々人の決定にプレッシャーを与え

るようなことがあってはならない」と記載されています。 

 １枚おめくりいただきまして、９ページです。 

 数値目標等のフォローアップについて御紹介させていただきます。 

 まず、現行の大綱につきましてどのようなフォローアップをしているかです。一つは、

少子化社会対策白書を基本法に基づきまして毎年国会に提出しているということで、お手

元に参考資料として配付しています。 

 意識調査といたしまして、現在、大綱で12の主要施策を定めておりますけれども、その

達成度に関する国民の意識調査を毎年実施しております。 

 第３次男女共同参画基本計画につきましては、男女共同参画会議監視専門委員会を設置

しております。男女共同参画白書を作成して、毎年国会に報告しております。 

 仕事と生活の調和です。こちらにつきましては、仕事と生活の調和連携推進・評価部会

を設置しまして、中間年度フォローアップを実施しているということと、白書ではありま

せんが、ワーク・ライフ・バランスレポートを発行しているということです。 

 まち・ひと・しごと創生ですが、これはまち・ひと・しごと創生法の第12条で、第２号



14 

 

で、実施状況の総合的な検証を定期的に行うとされております。まち・ひと・しごと創生

総合戦略の中にはPDCAサイクルを確立するといった記載があります。 

 以上が参考資料３－２の御説明です。資料３－１の論点に戻っていただきまして、論点

１といたしまして、少子化対策全体の目標についてですが、あり方についてどのように考

えるかということ。 

 論点２といたしまして、目標を設定する年限です。現在は５年としておりますけれども、

少子化対策の目標を設定する年限について、どのように考えるか。 

 論点３では、目標のフォローアップについてです。少子化対策の目標について、どのよ

うにフォローアップを行うか。少子化対策の推進に当たっては地方自治体や企業の取組が

重要であるが、フォローアップに当たっての国と地方自治体や企業／経済界との連携をど

のように考えるかとしております。 

 御説明は以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 論点を３つ出していただいていますけれども、論点１のほうの少子化対策全体の目標で

す。これは少子化対策全体としてどういうものを目指すかという目標で、当然その目標を

実現するために個別の施策の目標がもちろんあるわけです。論点１のところは少子化対策

全体として何を目指すかということが目標で、この目標も大きく２つタイプがあって、一

つは、言葉にはないですけれども、例えば人口１億人を目指すみたいな目標の立て方と、

もう一つは、これまでの少子化にかかわるところで、国民の希望が実現できたときという、

つまり、国民の結婚・出産についての希望が実現できる環境整備をするということが目標

です。そのときは、1.8が目標ではないのです。環境整備が目標で、結果として1.8になる。

ここは結構誤解されて使われていますけれども、そのタイプの目標の立て方みたいなもの

です。あと、論点２、３は全体の目標だけではなく、個別の政策の期限も含めて、全体の

フォローアップ、目標だけではなく個別の、その目標、政策の年限、フォローアップも含

めてということになるかと思います。そのようなことで案も出していただいていますので、

御意見を伺えればと思います。 

 それでは、今の御説明を踏まえて、論点の３－１、３－１を踏まえて事務局にこのよう

なものはどうかという案も出していただいていますので、これについて御意見を伺えれば

と思います。 

 では、論点１について、これを踏まえて説明をまとめていただけるということですので、

まず、全体の目標をどのように考えるか。先ほどのまち・ひと・しごと創生との連携も踏

まえてですけれども、御意見を伺えればと思います。あと、目標、年限とかフォローアッ

プについて。 

 どうぞ、尾﨑委員。 

○尾﨑委員 先ほど総合戦略と相互に連携をしている、相互に高め合える関係にあるとい

うことを申し上げたのもある意味、このための前振りのつもりだったのです。ですから、
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総合戦略と整合的な目標を定めていくことが一番大事なのではないかなと思うのですが、

その上で１点、安藏先生の一番最初のデータについてのお話が多分、一番本質的な話で、

こういうときは往々にして出生率にフォーカスが行きますが、実際は我々が分析すべきは

掛け算なのであって、Ｐ掛けるＱなのであって、Ｑ要因も非常に重要だといったとき、で

は、その目標値に出生数的な目標というか、結果論としての目標でも私はどちらでもいい

と思うのです。結果として評価されるものでありますから、そういうものまで踏み込むか

どうかというのは一つ論点ではないか。多分、母数要因も考えないといけない。その母数

要因を考える。これが例えば出生率の高い地方に若者をとどめるというまち・ひと・しご

と総合戦略の考え方と整合してくることになるのだと思うのです。総合戦略というのは、

東京一極集中ではなくて、地方に残そう。それが人口増につながる。なぜなら地方のほう

が出生数が多いから。この考え方は基本的にＱをどう配分するかという問題、クオンティ

ティーのほうですけれども、そういう問題になるわけで、まさにそういう考え方と整合さ

せるとしたとき、この少子化対策大綱は、出生数的なＰとＱの両面をにらんだような対策

が必要ではなかろうかと思っています。それを実現するために細かくKPIを配置していくと

いう形でのトータルの構造になっていくのではないのかというのが一つです。 

 フォローアップの体制についてですが、これは是非徹底して行っていくべきだと。この

後、多分、議題の２で少子化対策の予算についてという議論になるのでありまして、今回

なども27年度予算は、有村大臣の強力なリーダーシップのおかげで手厚い予算措置がされ

て、ありがたいことだと思っておりますが、その分、世論の側から効果がどうだったかと

いう視点も非常に出てくるだろう。そういう点にしっかりこたえていくことが大事だろう

と思いますので、やはり費用対効果が結果としてどうだったか、ここのところのフォロー

アップはしっかりやっていったらいいと思いますし、さらにその中には、地方に対しても

しっかりフォローアップを求めていくことが非常に重要ではないかと思います。 

 実際のところ、地方自治体はかなり施策の結果を問われる世界であります。というのは、

首長として、私も県知事になってもう７年になりますけれども、例えば２年目、３年目に

手がけた施策が結果としてどうなりましたかというのを厳しく問われる世界です。ですか

ら、今も我々は産業振興の施策などは四半期に１回ぐらい２日間かけて私自身が結果とし

てどうだったかということについて全部施策をチェックします。それぐらいやっていかな

いと結局、世論に対する説明責任は果たせない。地方によっていろいろ違いますし、状況

は様々でしょうが、裏返して言えば、各地域の首長さんに少子化対策の効果がどうあった

かということについて、是非住民の皆さんに説明責任を負うような体制にしていくべきだ

し、また現実にそういうことが住民から求められている状況にあるし、その両者を考え合

わせましても、是非地方自治体を巻き込んだ形でのフォローアップ体制を構築していく。

その設計図はまた細かくいろいろ議論していけばいいと思うのですが、大綱では少なくと

も、地方自治体にもそこを求めるという姿勢を強く打ち出していくのがよろしいのではな

いかと思います。 
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○佐藤座長 齊藤委員、どうぞ。 

○齊藤委員 この目標のあり方については、前回、私たちが少子化タスクフォースで議論

させてもらったときにかなり大きな問題になりました。まとめるときもかなりいろいろな

意見が出て、最後までまとめ切れなかったところもあります。行政に関しては確かに評価

としての数値目標があると明らかな目標点になるのでいいのですが、先ほども説明いただ

いた留意点の中でも、結婚や出産は個人の決定に基づくものであるとか、我々のまとめた

ように、個人に対して特定の価値観を押しつけるようなプレッシャーになってはいけない

とか、こういうことを強く意識する必要があると思います。 

 ただ、行政的なこともよくわかりますので、ここで説明していただいた７ページの２番

目のところにあるように、この数値目標が政府や企業に向けたものであることを丁寧に説

明していくことです。少子化タスクフォース第２期の５月26日にまとめた67ページの真ん

中のところに「出生数や出生数等については、特に慎重に議論すべきである」ということ

があるように、このことを踏まえて目標を考えていただくことが大切であり、また、タス

クフォースの最後の提言の「議論の深化」ということで、ここにも抜き出していただいた

ように、「個々人が希望する年齢に結婚でき、かつ、希望する子どもの数と生まれる子ども

の数との乖離をなくしていくための環境整備は、国民の理解や賛同が得られるものとして

目標の一つとなり得る」ということも考慮していただければと思います。数値というと、

行政的には評価しやすい指標ですが、この点を考慮した何らかの目標であってほしいと考

えております。 

 もう一つ、目標を設定する年限ですが、今日の冒頭にも御説明があったように、年頭の

2014年の出生数の推計値は100万1,000人です。推計値ですから、確定値は近く100万を割る

というのが予想されてくるわけです。このようにかなり緊迫した状況になっており、この

目標を設定する年限は、我々のタスクフォースのときの提言２にも、この資料の69ページ

のところにあるように、少子化対策集中取組期間の設定ということをお願いしております

ので、このことも考慮して、集中的にこれを取り扱って、改善していくということを入れ

ていただければと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 後者の論点２の目標の年限というのは、一つは、大綱自体が５年ですね。で

すから、先をどのぐらい見るかという話だと思うのです。先を見ながら５年、10年で何を

やりますというのは具体的には書けないと思うので、その中で集中的にどう取り組むとい

う議論になるかなと思います。 

○齊藤委員 そうですね。中長期的というのはもちろんそのとおりなのです。ただ、その

中でも集中する期間をつくっていただければと考えています。 

○佐藤座長 そういう形で御意見を伺えればと思います。 

 ほかにはいかがですか。 

 どうぞ、渥美委員。 
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○渥美委員 私は、少子化対策の効果検証や国民の意識改革の観点からも何らかの目標設

定は必要だと思っています。目標の設定に当たっては、国民全体または家族にかかわるも

のに留意して、国民特に女性の理解と賛同を得られて、最善の利益を追求するというのは、

実はタスクフォースの報告書に入っている文言ですけれども、これは繰り返し強調したい

と思います。 

 マクロで見る指標について、日本では合計特殊出生率を取り上げることが多いのですが、

海外では普通出生率、人口 1,000 人当たりにおける出生数。統計では単に出生率と言われ

るものですけれども、これが使用されるケースが多いです。 

 合計特殊出生率を見るとこれはよく知られていることだと思いますが、沖縄がトップ、

宮崎、島根、熊本、長崎という順位で続きますが、実は都道府県別に普通出生率で見ると、

沖縄の次が滋賀県の 9.3 で、合計特殊出生率だったら 12 位が２位になります。３位が愛知

県、これは 22 位から３位になります。４位が福岡県、これは 27 位から４位に上がる。余

り知られていないのですが、10 位に東京がランクインします。47 位から 10 位になる。 

 これは皆さんプロなので説明不要かと思うのですけれども、若い世帯、子育て世帯が社

会増等で増えると人口の中で子供世代が増えるから普通出生率が高くなるということです。

ですから、合計特殊出生率だけではなくて、マクロで見る指標、普通出生率は当然入るべ

きだと思いますし、そのほかに子育て該当年齢の人数に占める出生数であったり、過去５

年の婚姻数。これは別に結婚すべきということを奨励するわけではないので、事実婚を含

むということでいいと思うのですけれども、婚姻数に占める出生数の割合等もきめ細やか

に見る必要があると思います。 

 ちなみに、まち・ひと・しごと創生総合戦略の資料の 13 ページで、基本戦略３に掲げら

れていた、夫婦子供数予定実績指標 95％。これは 2010 年に 93％から反転して上昇するこ

とを掲げています。これは 1.8 とか 2.07 ということを議論すると逆算して出さざるを得な

い数字で、こうなるのはわかるのですけれども、ただ、2015 年に 50 歳になる 1965 年生ま

れの女性が 45 歳時点、ほぼ生み終わっている時点で出生数は 1.6 です。その５歳年長の世

代は 1.85 でしたから、著しく下がっています。さらに、今年 50 歳になる世代の５歳下、

私も該当しますけれども、そこから若くなるほどにその世代は 1.42 です。その５歳下は

1.14 と本当に下がっているので、93％から 95％に反転するというのは、かなりハードルが

高い、著しく困難な指標ではないかと思います。 

 困難だから書くべきではないということを申し上げたいのではなくて、そもそもきめ細

やかにデータを見ないと、あまり掲げても意味がないものになってしまう。繰り返しにな

りますけれども、既に御意見が出ているように、女性が 1.8 産まないとまずいというプレ

ッシャーになるようだったら違うし、そこはいろいろな見方をして、まず基本的には目標

のフォローアップの視点は、そもそも希望出生率と実態との乖離をなくしていくための環

境整備を国、行政が責任を持って進めていく。そういう指標ということは掲げるべきだと

思います。あくまでも乖離を埋めていくために行政、国の責任があるということです。 
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 そのためには、まず、ミクロで見る指標として、国民希望出生率は 1.8 と先ほどマクロ

で御説明がありましたけれども、これは都道府県別に見た希望出生率を算出すべきだと思

います。1.8 を掲げるのであれば、都道府県別に見た数値も出すべきです。 

 これは特に女性の理解と賛同が得られる施策が講じられるかどうかの指標になると思い

ます。要は、生み育てやすい地域だと思えば、高知県みたいなところでは恐らく希望出生

率が高くなって出るはずです。その上で予算措置等は都市部などで国平均の 1.8 よりも低

ければ、1.8 との乖離があること自体を問題視して、東京が普通出生率で 10 位だからいい

のではなくて、既に議論がされているとおり、東京は生み育てづらい地域ということは問

題で、例えば自治体に対するペナルティーとして課税するとか、それで財政を確保した上

で 1.8 を上回っていて、さらに対前年比で上がっている自治体には少子化対策予算を配分

する。そのようにそもそもやっている自治体が得をする施策を講じる必要があると思いま

す。 

 本当にミクロで見ると、基礎自治体だと生まれて困ってしまう。保育施設をつくらなけ

ればいけない、財政措置をとらなければいけないということで、本当に生まれることをネ

ガティブに捉える職員は少なからずいます。別にそういう志の低い方たちだけでなくて、

基本的に真面目にやっている行政の方は多いですけれども、そういうおかしなことが起き

ないように、生まれたら予算措置がとられて、さらに施策が講じられるという連鎖を生ま

ないといけないと思います。 

 ミクロで見た KPI の提案としては、既に御提案していることですけれども、整理すると、

普通出生率に類似したもので、社員出生率という指標があります。これは全社員数におけ

る当該年の出生数を見るもので、例えば私自身が政策アドバイザーを務めているある県で

は、毎年 1,500 社近い企業を対象に社員ベースだと５万 4,000 人が対象です。労働関連の

調査の中で、男女別に見た女性社員数と出産社員数というものを調査しています。これで

見ると、かなり業種別に見て、出産社員年齢が１％から５％ぐらい差が出ます。業種別で

生みやすい業種と生みづらい業種というものが一目瞭然でわかります。希望別に見ても

1.4％から 2.8％とかなり差が出ます。 

 もう一つは、合計特殊出生率に類似した企業子宝率というものを私は提案して、既に福

井県、三重県、鳥取県、山梨県、大津市、佐賀県といったところで既に公表されています。

そうやって自治体として生み育てやすい環境をつくっている職場が褒め称えられて、そう

いうところで実際にやられている取組というものは、大企業がやっているような華々しい

取組ではありません。社員に子供が生まれたらみんなでお祝い会をするとか、お子さんの

年齢によって、インフルエンザがはやるといったら、来週、再来週の予定でその人が抜け

ても大丈夫なような体制を事前に経営者が視野に入れておくとか、そういうかなり制度的

なものではなくて、実態としての運用で知恵を絞っています。そういう知恵を拾い上げて

広めるというのが、行政がやるべきことだと私は思っていて、そういう企業が自分の生ま

れ育ったところにあるということが若い人たちにわかると、地元に残るだろうし、都市部
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でブラック企業に勤めているような若者たちも、こういういい企業があるのだったら子育

て期には戻ろうと、Ｉターン、Ｕターンが加速化するのではないかと思います。 

 ですから、是非この子宝率であったり、某県がやっているような社員出生率というもの

は、データとしてとっていただきたいですし、そういういいことをやっているところにス

ポットを当てるということを是非進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○尾﨑委員 今、渥美先生の言われたお話は本当にそのとおりだと思ってお伺いしました。 

 多分、今回も希望出生率との乖離を埋めるという話になるのだろうと思います。問題は、

論点として提示させていただきたいと思うのですが、希望出生率自体を上げるということ

自体も視野に入れるかどうかということかと思います。 

 というのは、我々、全国知事会も少子化対策は近年非常に熱心に取り組んでおるのです

が、最大の危機感は 50 年後、肩車型社会になる。このときに日本は本当に大丈夫なのだろ

うか。これは本当に恐れております。 

 仮に出生率が 2.07 まで 2030 年代段階ぐらいで戻っていたとしても、50 年度には現役世

代 1.5 人で１人の高齢者で支えないといけない。今が 2.6 人で１人ですから、今よりはる

かに厳しい時代がやってくることになるのでありまして、今の希望出生率が 1.8だから 1.8

を満たせばいいではないかでは、50 年後、今、生まれてくる子供たちのことを考えたとき

に多分済まない。だとすると、希望出生率そのものを上げていくということ自体を視野に

入れるということも考えていかないといけなくなる。すると、それは一定社会環境の改善

によって結果として希望出生率が上がるという形で、押しつけにならないようにしないと

いけないとは思いますが、そこのところは正面から論点として取り上げていくことになる

のではなかろうかと思います。 

 ただ、本当に個人の意思、人権とかということは深く考慮した上での目標設定にすべき

だとは思いますが、そこにも踏み込むべきではないかと私は思います。 

○佐藤座長 今の関連ですか。 

○渥美委員 一つだけ申し上げ忘れてしまったので、子供目線で行政施策の評価というこ

とが重要だと思います。これは難しいとよく言われているのですが、実は三重県で高校生

たちが子供会議を年間何回か実際に実施して、知事に提案したり、ケーブルテレビで高校

生の代表が私たちの考える子供たちを生み育てやすい社会というものをプレゼンテーショ

ンするようなことを県民が見られるようなところで流していたり、今なさっているわけで

はなく、既に終わっているのですが、県内の小中学生全員にはがきを毎年渡して、親に言

いたいこと、学校に言いたいこと、県の知事さんに言いたいことを回収して、それを施策

に落とし込む。子供目線の施策はかなり自治体によってはやられています。そういうもの

も KPI には入れたほうがいいと思います。生まれて終わりではありませんので、生まれた

子供たちが幸せだと実感できる社会にしないといけませんから、未成年であっても意思表
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明する場を与えるべきですし、そういうものを吸い上げる視点というものも必要かと思い

ます。 

 以上です。 

○佐藤座長 齊藤委員、樋口委員、大日向委員という形で。 

 安藏委員、今のつながりであれば先に。 

○安藏委員 基本的なことなのですが、目標設定については前回の少子化危機突破タスク

フォースで随分議論されて、齊藤先生が苦労してまとめてくださったので、齊藤先生の御

意見を私は支持したいと思っています。 

 この３－１とかいろいろな資料に出てきている「選択する未来」委員会もそうですけれ

ども、１億人という話に関しては、日本人口学会は非常に懐疑的でありまして、多分１億

までいかないだろう。今の人口構造の状況を考えても、8,500 万ぐらいが限度だろうと。

単純に皆さんの感覚でわかっていただけると思うのですけれども、資料１の今年生まれて

くる子が 100 万 1,000 人ですね。これを生んでいるお母さんたちというのは、第二次ベビ

ーブームの最後の 1974 年生まれの 41 歳になって、それ以降は人口が激減するわけです。

その世代がいたにもかかわらず 100 万人ということです。つまり、この後、この 100 万人

を維持すること自体が至難のわざになってくるということをよく頭の中に入れておいてい

ただいて、毎年 100万人生まれると 70年間もし奇跡的に 100万人をキープできたとしても、

7,000 万人です。それが 80 歳、90 歳で半減するとして、そこで 1,000 万人いたとして、日

本人口は今の最大に生める数の 100 万人を維持できたとしても、人口ピラミッドの中で

8,000 万人しかいかないということです。それを１億人にするということは、どこかで膨

らませなくてはいけないので、人口学の細かな推計ではなくても、ちょっとびっくりする

数字であるということを皆さんに御理解いただいて、多分「選択する未来」委員会は１億

でなくてはいけないということが先にあって数字が出てきたとしか人口学者は理解できな

いのです。 

 さらに、もう一つは、山崎代理から説明のあった 1.8 なのでけれども、今年の人口学会

のかなり大きなテーマになると思うのですが、この 1.8 に関しても人口学者が非常に懐疑

的で、この計算の仕方自体が日本人口学会として正式に学術学会としてクレームしなくて

はいけないのではないかという議論になっているので、あまりこの辺をこの会議体で重視

してやると、非常に怪しいといっても閣議決定もされてしまっているから何とも言えない

のですけれども、非常に難しい話と絡んでくると私は思っていますので、その辺のところ

を留意していただいて、御議論していただいたほうがよろしいかと思います。 

○佐藤座長 樋口委員もつながっていますか。 

○樋口委員 議論の仕方として、今、資料３－１に示されているような少子化対策全体の

目標を設定するのかどうかというところから始まるべきなのかどうかというところも考え

たほうがいいのではないか。しばしば出生率の目標数値を設定するというと、それは誰の

ための目標なのだと、国の維持、社会の維持のためなのかという話が出てきまして、必ず
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そこのところは個人の希望というものと対立するところが議論になってくるのです。 

 私は、そうではなくて、むしろ国民が希望する社会を実現する。これを目標とするとい

うのは当然のことだろうと思うのです。その上で、例えば創生会議のほうでも議論したの

ですが、例えば結婚であるとか夫婦の希望している人数、子供の数、そういったものを達

成するということを目標にして、結果としてその場合の出生率は幾らになりますよと、そ

れを国民希望出生率といっているわけで、目標にしますということは言っていないのです。

そこのところが誤解されておりまして、あたかもこちらの数字が先にあって、これを目標

にするのだろうといろいろなところできちんと読まれているのだろうと思いますが、例え

ば先ほど配付されたものを見ましても、そのことは国民希望出生率を目標にしますなどと

いうことは一言も書いていないです。国民の希望を実現するとすれば、その数値は幾らに

なりますと書いているだけでありまして、これを具体的に KPI とか PDCA サイクルを回すと

きに、これをチェック材料に入れるのかどうかということが具体的なところなのです。 

 その下部の指数、いろいろ目標が出ていますから、それさえチェックしていれば、結果

として達成されている、出生率が達成されているかどうかということが出てくるわけであ

りまして、目標を設定するのかしないのかというところから議論になると、必ずそこはコ

ンフリクトが起こってきています。 

 ですので、ここも私はそのほうがよろしいのではないでしょうかと思います。 

○佐藤座長 大事な点かと思います。 

 そういう意味では、尾﨑委員の言われたこととかかわるのですけれども、結果的に国民

希望出生率は動くということですね。 

○樋口委員 それも希望出生率を上げることを目標にするのではなくて、環境が整備され

てくれば当然希望は変わってくるでしょうという設定の仕方があるのかと思います。目標

と結果が逆になってしまうと往々にしてということがあると思います。 

○尾﨑委員 ただ、希望出生率を上げたいという方向性を示すかどうかということはある

と思うのです。結果として変わるものであろうだけでとどめるのか、希望出生率を上げよ

うという方向性について、一定目安を示すということはあるのではないか。 

 この問題は、要するに 50 年後の子供たちがどうなるかという問題でもあるので、その前

の世代の責任として、将来の子供たちの負担を少しでも軽減するために、我々として希望

出生率を上げようという方向性とともに、一定の数値を示すということも大事かと思いま

す。 

 希望出生率との乖離を埋めるというのは、どちらかというと環境整備による結果論みた

いなところがあると思うのですが、希望出生率自体を上げるということについて、一定の

意思を示す側面が出てくるのではないか。だから、一次元違った議論になるのではないか

ということで先ほど申し上げさせていただいたのです。 

○佐藤座長 齊藤委員。 

○齊藤委員 確かに環境を変えるという意味ですが、第１回目にもお話ししたように、家
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庭を持つとか子供を持つということに対してのポジティブな考えを持つようにするという

ことがすごく大切です。このことにより全体が変わっていくと思います。そのために何が

必要なのかということで何回も御提案させていただいたように、それは教育です。教育の

中で家庭を持つことの意義を積極的に教え込んでいくということによって、おのずと希望

出生率も上がってくるものと私は考えています。 

 ですので、教育の課程の中で家庭を持つということの意義を教えますが、もちろんその

ベースになる環境整備、仕事とか子育てのいろいろなシステムなどは変えなくてはいけま

せん。現在、結婚したいという希望の人の率も徐々に低下していますが、教育の中で家庭

を持つということの意義を教えておくことによって、この低下傾向も改善していくのでは

ないかと思っております。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○大日向座長代理 先ほど樋口委員がおっしゃったことと全く同じことを申し上げよう

と思っていたところなのですが、私たちが考える大綱での目標と数値目標は分けて考える

必要があると考えております。 

 まず、目標というものはあくまでも個人の希望、決定を尊重した上で、その希望を実現

する、これが大綱の目標であるべきだと思います。そのための環境整備として数値目標と

いうものを設定するということではないかと思います。 

 また、先ほど安藏委員がおっしゃった人口学会の御議論を私は非常に興味深く伺いまし

て、その議論を改めて勉強したいと思っております。もし間違っていたら訂正していただ

きたいのですけれども、第二次大戦直後の日本の人口は約 7200 万、その後、1968 年に 1

億人を突破すると産児制限が取られたという話をきいたことがあります。今、目標とされ

ている人口１億人あるいは出生率 1.8 に対して人口学会で疑問とする御議論がおありだと

安藏委員がおっしゃったことを伺って、このことを思い出したわけですが、人口学会の議

論を私たちもしっかりと学ぶということが必要かと改めて思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 まだ議論があるので、一応今日はここまでで。 

○吉田補佐 本日、御欠席の羽生委員のから意見メモを出していただいております。皆様

のお手元にも配っておりますけれども、その資料の中の（１）と（２）が、今、議論にな

っております少子化対策に関する目標についての羽生委員の御意見になっております。 

 （１）人口急減についてですが「人口急減の危機感」があまり広く世間には伝わってい

ないということで、いろいろな目標を議論することもありますけれども「国家の危機的な

状況だ」ということを具体的にわかりやすく、マクロ経済指標ですとか、そういうものを

入れてきちんと説明をしていかないといけない。こういった危機という観点から、自治体

ですとか企業に目標やアクションを呼びかけて、働きかけていく必要があるということが

１点目の意見になっております。 

 ２点目の意見ですけれども、これは「企業のフォローアップ」についてです。働き方の
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見直しですとか、企業もフォローアップの対象に入れていくことが重要なので、そのため

の具体的な項目を入れてはどうかということでございます。 

 また、少子化対策については、個人の価値観や押しつけにならないように、一方で国家

の生き残りあるいは産業界全体の生き残りの問題になる話ですので、国が企業にどこまで

関与するかという議論はありますが、そこに躊躇せずに、長時間労働やマタハラ、仕事と

生活の調和などについて、改善していく企業を積極的に評価支援すべきだということを述

べられております。 

 以上、羽生委員の御意見の紹介でございました。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 この点について、少子化対策の目標については整理していただいて、また議論できると

思いますので、そのときに御議論いただければと思います。 

 それでは、次の議題として、少子化対策の予算です。今後どのように予算のことを考え

ていくかということで、事務局から御説明いただいて、皆さんから御意見を伺えればと思

います。 

○吉田補佐 少子化対策の予算の議題につきまして、資料に沿って説明をいたします。 

 資料４－１で論点を示させていただき、資料４－２で関係資料をつけております。基本

的に資料４－２に基づきまして、説明をさせていただきます。 

 １ページ、少子化対策については、政府内で様々な議論が行われておりまして、予算に

ついても様々な記述がされております。 

 左上、いわゆる「骨太の方針」においては、「財源を確保した上で子供への資源配分を大

胆に拡充し、少子化対策を充実する」ということが閣議決定されております。 

 また、経済財政諮問会議の下にあります「選択する未来」委員会においても、「2020 年

ごろをめどに早期の倍増を目指す」と記述されております。 

 また、昨年齊藤座長に取りまとめいただきました少子化危機突破タスクフォースの第２

期の中でも、「現在の GDP 比約１％の倍に当たる対 GDP 比２％を目指し」ということが記述

されております。 

 こちらの GDP 比２％という考え方ですけれども、後ほど出てきますが、OECD の基準で算

定されている家族関係支出について、2009 年に GDP に占める割合が 0.96％であり、その倍

に当たる２％という考えになっております。なお、2012 年時点では 6.2 兆円、1.32％とな

っております。GDP 比２％となりますと、大体 9.5 兆円ということになります。 

 ２ページ、各国の家族関係支出に関してですが、現金給付、現物給付というものに分か

れております。現金給付は直接現金の形でお渡しするもの。現物給付はサービスもしくは

サービスの対価に関する支援として国民に対して社会支出を行うものということになって

おります。 

 現金給付につきましては、大きく分けますと、一つは家族手当、もう一つが育児休業や

産休などの手当、そしてその他の現金給付という３つに分かれております。 
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 現物給付につきましては、２つに分かれておりまして、保育や就学前教育など様々な子

育て支援サービス、その他の現物給付になっております。 

表を見ますと、各国の家族関係社会支出の GDP比を比較しておりまして、日本は 1.32％、

ドイツ 2.18％、フランスは約３％、スウェーデンが 3.64％、イギリスが 3.97％となって

おります。 

 ３ページ、各国の家族関係社会支出の内訳ということで、先ほど申し上げた家族関係社

会支出の中で現物と現金の構成がどのようになっているかというものを見ているものです。 

 日本に関しましては、現金給付であります家族手当、これは端的に申し上げますと児童

手当等になりますけれども、それが 47％を占めております。これは諸外国の中でも非常に

高い割合になっております。グラフは、下から家族手当、出産・育児休業給付、その他の

現金給付、保育・就学前教育への給付、その他の現物給付となっております。 

 ４ページ、各国の社会支出の推移と合計特殊出生率の推移について、資料をつくってお

ります。家族関係社会支出、日本は徐々に伸びてまいりましたけれども、2010 年ごろから

大きく伸びまして、現在、対 GDP 比で 1.32％となっております。内訳を見ますと、家族手

当がそのうちの 47％を占めておりまして、出産・育児給付、また、保育・就学前教育とい

うものが最近特に増えております。 

 次がフランスの家族関係社会支出ですけれども、フランスは出生率の関係とあわせて御

覧いただければと思いますが、1980 年代以降、少し出生率が下がっており、90 年代から出

生率が上昇に転じております。 

 フランスでよく言われますのは、かつては経済的支援、家族手当が中心の政策でしたけ

れども、その後 90 年代以降、保育サービスの充実などによりまして、仕事と家庭の両立支

援を図る方向に政策転換をしております。 

 あわせて対 GDP 比でも全体の家族関係社会支出を伸ばしておりますけれども、その中で

もこういった仕事と家庭の両立支援を図るための保育サービスの充実というものに取り組

んでおりまして、1990 年代半ばから出生率が大きく回復しております。 

 ６ページ、ドイツになります。ドイツは従来から家族手当中心の政策になっておりまし

たが、出生率は低位で推移しております。様々な要因がありますが、子供を何人持ちたい

かという希望が国によって異なり、ドイツは低いということも要因として言われておりま

す。ドイツは家族手当中心、経済的支援の現金給付中心でございましたが、近年、保育所

の定員数を増やすなど、両立支援に力を入れております。 

 次のページがスウェーデンになります。スウェーデンは出生率が回復した国としてよく

挙げられますけれども、①で書いております 90 年代にかけまして、出生率が２程度まで回

復いたしまして、その後出生率が低下しております。回復期については好調な雇用・経済

情勢ですとか、このころに第１子と第２子の出産間隔が短い方が育児休業給付が有利にな

るような制度を設けたことが指摘されています。 

 そういった政策効果が一服したこともありますし、②の時期につきまして、育児休業給
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付ですとか、児童手当の給付削減などもありまして、出生率が低下いたしました。 

 その後、経済が上向いてきたことと、雇用・経済環境の改善ですとか、育児休業給付、

児童手当の給付を改善したこともございまして、出生率が２程度まで回復してきていると

指摘されております。 

 ８ページ、イギリスですけれども、イギリスは 1990 年代半ばぐらいまで、今の日本に近

いのですが、女性の就業率につきまして、Ｍ字カーブが見られる状況でもありました。そ

れを、労働党政権になりまして、様々な要因が指摘されておりますけれども、出産休暇や

育児休暇を含めた柔軟な働き方の実現ですとか、保育サービスを拡充したことですとか、

あわせて就労支援なども同時に行いまして、そうしたことの政策効果もあらわれたことも

ありまして、2000 年代以降、出生率が回復しております。 

 こういった諸外国の例を挙げましたけれども、こういったものを少し分析いたしますと、

こちらは「選択する未来」委員会で使われた資料になりますが、９ページ、家族関係支出

の現金・現物給付と合計特殊出所率に相関関係はあるのかということで、ここはＲの自乗

が 0.24 でございますけれども、弱い正の相関関係があるのかと考えております。右側が家

族関係支出の対 GDP 比になっております。 

 こういった家族関係支出というものを見るときに、結局日本の場合と諸外国の場合は国

民負担率が違うからではないかと指摘されることがありますが、そちらについては 10 ペー

ジの下で比べておりますけれども、国民負担率、税と社会保障を国民がどれだけ負担して

いるかについて GDP 当たりで見ている指標ですが、それで補正しましても、フランスやス

ウェーデンに比べて日本の家族関係支出というものが低いという状況がございます。 

 11 ページ、12 ページにそれぞれの国の様々なデータですとか、施策との比較を書かせて

いただいております。合計特殊出生率、あとは第１子出生時の母親の平均年齢で、日本だ

けが高いというわけではなく、フランスやイギリス、スウェーデン、ドイツなども高くな

っているという傾向がございます。 

 夫の家事・育児時間につきまして、これまでも指摘されましたように、日本が非常に低

いということと、家族関係政府支出も諸外国に比べて低いという状況でございます。 

 その他主要国との政策面での比較についても、児童手当、育児休業、保育・教育につい

て、掲載しております。 

 13 ページ、政策分野別社会支出、これは社会保障に近い分野での社会支出の中の構成比

ですけれども、右側にございますように高齢関係、遺族関係、保健関係、家族関係、労働

関係、その他というものから構成されております。その中の家族関係支出にどれだけ使わ

れているかということがオレンジになりますけれども、日本は 5.5％、アメリカは 3.8％に

対しまして、イギリスが 17％、ドイツ 8.4％、フランス 9.4％、スウェーデン 13.2％とい

うことで、特にヨーロッパの国々は社会支出の中でも家族関係、少子化関係に多くの支出

を行っているということが見てとれます。 

 14 ページ、これは家族関係支出と高齢関係支出について分析したものでございますけれ
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ども、「選択する未来」委員会の資料から掲載しております。先ほどよりも強い正の相関関

係が合計特殊出生率との関係で見られまして、日本は左下、フランス、スウェーデンは少

し高い場所にございます。 

 以上の説明は、OECD 基準の家族関係社会支出に関する説明でした。一方で、内閣府で少

子化社会対策関係予算というものをつくっておりまして、これは大綱に基づく施策を対象

として、補正予算を含まない国の当初予算でどれだけ少子化対策に当初予算を確保してい

るかということを書いたものが、こちらの少子化社会対策関係予算というものになります。

家族関係社会支出は、国・地方を合わせた支出額であり、また、補正予算も含めたもので

あることから、性質が異なりますが、これについては、平成 15 年から過去 10 年間とって

おりまして、平成 26 年時点で大体 3.5 兆円となっております。 

 16 ページ、今の子ども・子育てビジョン、少子化社会対策大綱が 12 分野から構成され

ておりまして、この 12 分野のそれぞれの分野ごとにどれだけ使われているかということに

ついて、推移を示したものです。 

 こちらを見ますと、青い線の「子供を社会全体で支える」という項目が急激に伸びてお

りましてけれども、これは児童手当の伸びによるものになっております。 

 次のページ、そういった児童手当、子ども手当の要因を取り除いた上でどうかというこ

とですけれども、薄い水色の保育関係のものが大きく伸びております。また「特に支援が

必要な子どもが健やかに育つように」という支援ですとか「ひとり親家庭の子どもが困ら

ないように」ということも伸びております。 

 一方で、下のほうになかなか伸びていないものがありまして、左側の表を見ていただき

ますと、働き方の見直しですとか、上から社会生活に必要なことを学ぶ機会をという予算

が該当します。 

 18 ページ、少子化社会対策関係予算がどういうものに主に日本国内で使われているかと

いうことにつきまして、上位 10 事業をとったものです。 

 26 年度を見ていただきますと、児童手当、保育所運営費、高校生等への修学支援、育児

休業給付、児童扶養手当というものが大きな項目となっておりまして、これだけで全体の

81％を占めております。特に現金給付に当たります児童手当と児童扶養手当で全体の 46％

を占めております。 

 19 ページ以降になりますけれども、子供を生み育てるときに、どのような費用がかかる

のか。また、それを政府としてどのように支援しているのかということを年齢進行順に示

したものになっております。 

 19 ページが国からの支援ですけれども、妊婦健診ですとか出産育児一時金、出産一時金、

出産手当金、育児休業給付、様々なものを掲載しておりますが、妊婦健診につきましては、

今、14 回分全て地方財政措置で対応しております。また、出産育児一時金も 42 万円出し

ておりまして、この産前産後につきましても、出産手当金ということで給与の３分の２が

保証されております。 
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 育児休業給付につきましても、給付比率の引き上げに取り組んでおりますし、乳幼児医

療費の自己負担分の軽減措置も行っております。また、保育所の第２子、第３子について

の保育料の軽減、幼稚園につきましても同様の軽減措置を行っております。 

 こういった乳幼児医療費の自己負担額や保育所の保育料などにつきましては、地方自治

体それぞれで上乗せした支援というものを行っていると承知しています。 

 また、小学校・中学・高校・大学につきましても、義務教育の無償化ですとか、就学支

援金ですとか、大学につきましても授業料の減免、奨学金制度などを充実させております。 

 加えて、児童手当が給付されておりまして、３歳未満は１万 5,000 円。３歳から小学校

終了まで第１子、第２子は１万円、第３子以降は１万 5,000 円。中学生は１万円。また、

所得制限がありまして、それを超えますと一律 5,000 円となっておりますが、そのような

給付が行われております。 

 また、16 歳以上につきましては扶養控除がございます。 

 最後に、１人子供を育てるのに幾らかかっているのかということについて、平成 21 年に

内閣府において調査したものがありまして、ゼロ歳から中学校３年生の子供を持つ親に対

して、１万以上の回答を集めまして、集計したものになっております。 

 年間額になりますが、未就学・未就園の段階では年に 50 万円程度。保育所・幼稚園に入

れば年に 85 万円程度。小学校は 80 万円、中学校 110 万円、高校 120 万円程度かかると出

ております。前提が幾つかございまして、第１子１人当たりとなっております。総じて第

１子に一番費用がかかりまして、２人目、３人目になりますと、費用が１割から２割程度

軽減するという傾向がございますので、第２子、第３子になりますと、少し下がってくる

ということがございます。 

 この中で見ますと、特に小学校、中学校、高校になってきますと、だんだん教育費とい

うものが上がってきておりますので、その教育費の内訳について 21 ページに表にまとめて

おります。 

 学校教育費などいろいろありますけれども、学習費総額ということで見ますと、幼稚園、

公立・私立とございますが、私立の高校であれば年間 96 万円程度。国公立の大学であれば

年間67万円。私立の大学であれば130万円。これまた理系文系で大きく違いますけれども、

こういうことがございます。 

 そうしたものを少し足し合わせますと、一番左下、幼稚園から高校まで全て公立で行っ

た場合、学校教育費だけで 180 万円。学習費総額で 500 万円程度。また、大学まで全て公

立の場合は学習費総額として 770 万円ということが数字として出てまいります。 

 また、私立に行きますと、それぞれ上がるという傾向がございます。 

 諸外国を最後に書かせていただいておりますけれども、フランスやドイツなどではほぼ

大学教育については無償化されております。アメリカについては、州立大学なら 7,000 ド

ル程度、私立大学が２万ドル程度となっております。 

 こうした状況を念頭に置きながら、資料４－１で少子化対策について論点を示させてい
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ただいておりますが、３つ大きな項目がございます。 

 １点目、先ほど説明いたしました諸外国の取組などがございますけれども、これを踏ま

えまして、我が国の施策や取組についてどのように考えるか。 

 ２点目、現物給付と現金給付のバランスについてどのように考えるか。 

 ３点目、今後の施策の充実と施策を充実していくに当たって、どのように選択と集中に

ついて考えるか。その際に子ども・子育て支援新制度の財源確保ということが大きな課題

としてございますけれども、それに加え、どのような施策に重点化しながら施策の充実を

図っていくべきかということについて。これまでの検討会での議論を踏まえまして、具体

的な施策というものの例としてお示ししておりますけれども、結婚の希望がかなう環境制

度、妊娠・出産に関する支援、子育て支援、両立支援、働き方の見直し、多子世帯の経済

的負担の軽減などについて、例として示させていただいていております。 

上記の３点について、御議論をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 少子化対策予算についての議論ですけれども、新制度で消費税のことがある

ので予算確保が課題になっていますが、予算確保の手だてはここでは置いておいて、少し

先を見ながら少子化対策予算を諸外国の取組を踏まえながら日本としてどうしていくのか

ということについて、御議論をいただければと思います。 

 もちろん一定の予算の中で選択と集中も考えなくてはいけないですけれども、その辺に

ついて自由に御意見を伺えればと思います。 

 吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 最初に整理なのですけれども、ほかの省庁ですとかそういうところでやって

おりますところとのすみ分けといいますか、そういうものもあるのかと思いまして、例え

ば男女共同参画でワーク・ライフ・バランスをやっているですとか、厚労省で妊娠・出産

の切れ目ない支援をしているですとか、そういうものの分かれ目を教えていただいて、何

となく私の印象では結婚支援ですとか、多子世帯の支援はここでしかやっていないもので

あるとすれば、そちらに重点を置いて、ワーク・ライフ・バランスですとか妊娠、出産支

援をほかの省庁でほかの予算でもしやっているのであれば、教えていただきたいと思いま

す。お願いいたします。 

○宮本参事官 今、御説明いたしましたのは政府全体の予算で、内閣府に限ったというも

のではありませんので、御議論いただくときには、他省庁も踏まえ少子化全体としてどう

いった点に重点化していくべきか。こういった点から御議論いただければと思っておりま

す。 

○佐藤座長 大綱は政府全体の取組の考え方ですので、その中で内閣府は何をやるとか、

厚労省はどうするということになってくると思います。日本政府全体として少子化に取り

組むときに予算確保の面でどのように考えていったらいいのかということで御意見をいた

だければ。現物給付、現金給付のあり方とか、具体的な施策であれば、どういう施策が重

要だということと予算との兼ね合いになってくるとは思いますけれども、具体的な例で言
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えば、例えば今回の例で言えばもちろん結婚したカップルが子供を持てるようにするのも

大事だけれども、その前の結婚のところがすごく大事だということになると、当然そこに

予算ということになるかわかりませんけれども、そのような御意見を伺えればと思います。 

 尾﨑委員。 

○尾﨑委員 この少子化対策関係の予算について、諸外国の取組も踏まえて、もっと大幅

に強化すべきだということは大きな基本方向だろうと思っていますし、将来への投資とし

て、ある意味財政論からも、50 年、100 年タームで見て、将来の社会保障負担を軽減させ

るという観点からいっても、ここにしっかりとお金を投入していくべき。ここをしっかり

とやっていかないと 50 年後の日本は国際競争力がなくなり、一流国ではいられなくなって

しまう。二流国、三流国になってしまうかもしれない。それがゆえの苦しさ。しかも、超

高齢社会においてそうである。その結果として、とてつもない社会構造に依存せざるを得

ない日本になってしまうかもしれない。トータルで、１世紀後、100 年後を考えたときに、

どちらがいいですか。やはりそうならないための予算を先行投資としてしっかり講ずる、

これが大事なことだと思います。 

 その上で、２番目の論点について、もしよろしければ、今後教えていただきたいと思う

のですが、現金給付の使い方についてなのです。現金給付にも多分２タイプあって、家庭

に交付していくタイプのお金。子ども手当というものが典型だったと思うのですけれども、

そういうタイプのものもあります。ただ、現金の使い方として、結果として将来の環境整

備につながっていって、後々においては現物給付につながっていくという形でのお金の使

い方もあるのかもしれません。 

 この現金給付の中身についてなのですが、ここでいう現金給付というのは基本的には家

族に配る現金給付という意味ですか。 

○宮本参事官 ここで取り上げておりますのは、家族関係、少子化対策にかかわる現金で

す。具体的には、児童手当、育児休業給付、児童扶養手当、出産手当金など、そういった

ものを現金給付として整理しております。 

○尾﨑委員 予算の使い方として、一番効果的なのは非常に環境整備に資するような、

先々現物につながっていくような予算の使い方。これが一番レバレッジが効いていいのだ

ろうと思うのです。 

 現金給付というのは、一定選択と集中もして、一番効くところにピンポイントでどんと

行っていくということが大事だろうと思うので、子ども手当の時代に 2.4 兆円を使い、4.8

兆使って満額にしようとして結局断念した経緯がありましたけれども、あのときの検証を

よくして、現金給付というものがどれだけ効くか。もしかして焼石に水みたいなことにな

っていないか。そこのあたりの分析というのはものすごく大事ではないか。本当にピンポ

イントでつぼをついたものにしなければいけないのではないか。 

 他方、現金的に生活が楽になったゆえに子供を早く生めるようになったという方向感も

大事だと思います。そういうことは真水でどんと支出するようなタイプではなくて、今回



30 

 

も有村大臣には大変頑張っていただきまして、スタッフの皆さんにも頑張っていただきま

して、知事会も提言していたものですけれども、高齢者から資産の移転を図って、ああい

う税制などを通じてストックベースで大きくお金を動かしていくことによって環境改善を

図る。そういうインパクトをもたらすような施策をいろいろ工夫して考えていくという方

向感ではないか。 

 それぐらいしないと、本当にインパクトのある形で経済環境を改善するということには

ならないのではないかということで、今回も提言させていただいていて、今回実現するこ

とになって喜んでおるわけであります。この現金給付の使い方は下手な使い方をすると非

常に焼石に水的なものになりかねないところもあるので、そこは全体としてのインパクト

をもたらして底上げをするパーツ、これはどういう手段でもって行うべきなのか。現金給

付としてまさに真水を投入していくことで行っていくものは、どういうものに選択と集中

をしていくべきなのか。 

 さらに言えば、現物給付として予算のありようは将来に向かっての環境改善全般につな

がっていくものとしてどう講じていくべきなのか。そんな感じで議論を分けていくべきな

のではなかろうか。この現物給付と現金給付のバランスの問題について、そういうことを

思っています。 

○佐藤座長 樋口委員。 

○樋口委員 今、尾﨑委員のおっしゃったことと関連するのですが、国際比較で社会保障

費用というものが比べるというのはすごく難しくて、私自身も統計委員会のときに苦労し

たのは、その人口問題研究所の社会保障費用統計で、この改訂に大分時間をとったという

ことがあって、新しく去年からなっているのかと思います。 

 その上で、９ページに示された先ほど御説明いただいた中で、全体的に何を言いたいの

かということを総括してみますと、要は、左上のプロットしている図を見る限りにおいて

は、家族関係政府支出のうち、現物給付の比率が高いとその分だけ出生率は高いというこ

とを示していたわけです。 

 逆を言えば、現金給付の比率が高い国は出生率は低い。100 からこれを引いたものがこ

の比率になるわけですから、そのように見てとれる。 

 だとすると、尾﨑委員がおっしゃったのと同じなのですが、現金給付が本当に出生率の

引き上げといったものにつながっていくのかどうかということをこの図は問題提起してい

るのかと思うのですが、そう読んでいいのかどうか。ちょっと意図、インプリケーション

を教えていただけたらと思います。 

○佐藤座長 なかなか難しいですが、可能な範囲で。 

○宮本参事官 「選択する未来」委員会に提出された資料で、こういう傾向があるという

ことを示したものです。 

 しかしながら、先ほど吉田からも御説明しましたが、Ｒの自乗が 0.24 ということで、有

意な関係があると言うにはやや弱いというものです。 



31 

 

 ただ、現物給付、現金給付につきまして、いろいろ資料を示していますが、全体像がわ

かるものとしてはこちらのものしかございませんでしたので、御紹介させていただきまし

た。 

○佐藤座長 あと、現金給付の先ほどの説明だと、かなり異なるものが入っていますね。

例えば子ども手当的なものと育児休業給付金みたいなものは全然違う。あと、出産のとき

も。それが現金給付というものにくくっていいかということも、かなり性格が違うものが

入ってしまっているので、細かい点ですけれども、大事な点かと思います。 

 渥美委員、どうぞ。 

○渥美委員 今日は貴重なデータをいっぱい見せていただいてありがとうございました。 

 まず、提出された論点の中で、今出た現物給付と現金給付については、このアンバラン

スは是正するべきだと思います。 

 ただ、これはいずれにしても絶対水準が低過ぎるので、現金給付を削って現物という話

ではなくて、両方増やさなくてはいけなくて、その増やし方としては現物給付をより多く

という話だと思っています。 

 もう一つは、地方創生の流れもありますので、地域別に見た少子化対策予算は非常に重

要な論点になってくると思います。私は以前、都道府県別に少子化対策予算と出生率の関

係というものをやってみました。粗い試算なのですけれども、極めて高い相関があって、

子供が生まれれば現金給付も現物給付もより多く配分されますから、それではつまらない

ということで、国からおりてくる施策ではなくて、自治体独自でやっている施策というも

のはかなりありますので、それを全部くくって出生率と相関を見よう。国からのプラスア

ルファなのですけれども、それでやろうとしたのですけれども、かなりデータの集計が困

難でした。都道府県でもかなり縦割りになっていて、それぞれの局にいかないと全然わか

らないということで、民間でやるのはかなり難しいと判断して断念しています。 

 ですから、これは是非国にやっていただいて、今日見せていただいたものであれば、19

ページに該当するようなものを 47 都道府県別あるいは市町村でもできるものがあります。

これは国での整理ですけれども、国がなさっているものプラスアルファ、これはゼロ歳か

ら始まっていますが、その前に婚活があると思います。子育て家庭は婚活、妊活、保活、

学童保育の学活、受験の受活というものもあるのですけれども、そこら辺でそもそもやっ

ている自治体とやっていない自治体はかなりあって、それは交付金事業もありますから、

自治体担当者向けにきちんとそれぞれの違いを、予算は限られていますから、どこに配分

するのかというところを自治体担当者が頭を整理する上で、各都道府県の情報は絶対に必

要だと思います。 

 次に、情報提供としては、住民向け、子育て世代向けということがあって、あるいは本

当に頑張っている自治体、市町村は口コミレベルであそこは例えば第２子が保育園に入る

の無料らしいよとか、第３子無料になったらしいということで人が集まっていますが、こ

れも結構国民一人一人が調べるのはすごく大変です。 
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 今、自治体によっては保育コンシェルジュみたい感じで保育サービスに関しては聞く相

手がいる。でも、本当は子供が生まれてから聞くのではなくて、生まれる前に生んだとき

の出産一時金であったり、入りやすい自治体に転居しておくということが個人レベルでは

あって、そういうライフステージ別の情報というものも本当は自治体だけではなくて、国

民一人一人がアクセスしたら、ここの市区町村にはこういうプラスアルファのサービス施

策があるのだというものがあったほうがいいのではないかと思います。 

 これも内閣府が情報集約サイトをつくって、そこにどんどん自治体担当者がアップする

ということだけルール化すればできる話だと思いますので、是非進めていただきたいとこ

ろです。 

 結果として、恐らく 20 ページの子供１人当たりの年間子育て費用、これは国平均で見て

いますけれども、自治体レベルだと若干違ってくるはずです。医療費無料とかということ

も当然自治体によって差がありますし、そもそもその県によって違いますので、そのよう

に地方の魅力、そもそも物価が安いとかよく言われる話ですけれども、子育て環境として

は安全面で非常にデータがいいとか、そういう子育てからのいいデータをライフステージ

別にアップして、自治体が競い合うようなサイトを是非国に期待したいです。そういうと

ころに子育て世代、子供を生む前の世代が見て、自分の生まれているところは非常にいい

のだというところで、自分たちの生まれ育ったところの魅力を再認識して移転するという

動き、情報提供というのは行政が持つ強みは信用と情報だと思っていますので、是非国に

はそういう情報提供面でいろいろと期待したいと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 もしあればどうぞ。 

○齊藤委員 とても細かいことですみませんけれども、３番目の選択と集中ということは

とても大切なことだと思うのですが、どれを選択するかということはすごく重要なことで

す。本当に狭いところで申し訳ないですが、男女の不妊治療への支援というのはむしろ外

れるべきだろうと思っていて、むしろ不妊にならないように支援していくことが大切です。

特定不妊治療を国で助成するようになって、不妊の治療数はここ７年で 16 万件から 37 万

件に増えているのです。しかし、日本全体の出生数からみると、その効果はそれほど出て

いない結果となっています。もちろん個人の幸せにとってこの支援というのはとてもあり

がたいことですが、この支援が個人や社会にとっても負担を増やしていくという側面もあ

りますので、選択に関してはきちんと選んでいただければと思っております。 

○佐藤座長 これは例で、そういう意味ではこれに選択集中しろというわけではないと思

いますので、その点、これからの議論の中で詰めていきたいと思っています。 

 先ほどの羽生委員からもメモが出ていますので、それをちょっと御説明いただくという

ことで、よろしくお願いします。 

○宮本参事官 羽生委員から提出されている意見メモの（３）少子化対策に関する予算の

部分を簡単に御紹介させていただきます。 
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 「経済的支援よりも両立支援の方が効果的」というシナリオが先走らないように注意し

たい。大前提としては「家族関係支出額の GDP 比が諸外国は３％付近なのに対し日本は

1.3％と大きく劣後している」ということを認め改善するのが重要だ。家族関係支出額の合

計自体は低迷していた 1980 年代より３倍も予算を高めている。これはフランスの話です。

その中の一つのテクニックとして、家族手当から保育サービスにシフトしたということで

す。 

 （４）といたしまして、少子化対策に関する予算です。家族関係政府支出・高齢関係政

府支出の比率を戦略的に改善する意図を国民へ丁寧に説明したい。フランスやスウェーデ

ンなど、少子化回復を成し遂げた国の例を参考にしたい。国家戦略としてどのように国民

に説明したかが貴重なアドバイスとなるということでございます。 

 （５）といたしまして、少子化対策に関する予算「日本の３低」について、国際比較を

すると、母親の第１子出産年齢は諸外国に比べて日本が大幅に高いわけではない。では、

なぜ少子化が急激なのか。日本の現状に３低が見られるということです。「第二子が少ない」

「夫の家事時間が少ない」「GDP 比予算が少ない」。この３点を解消するにはどうしたらい

いかという意識で目標・予算を立てたいということです。 

 以上です。 

○佐藤座長 少子化対策予算についての全体の規模というのは、皆さんこれをもっと増や

さなくてはということと、現物給付か現金給付か、これはもう少し政策効果をきちんと見

ながら考えて、その中で今回議論する中で選択と集中を考えるということかと思いますの

で、これは次の時に議論させていただければと思います。 

 それでは、最後の論点、議題として、これまでの議論、毎回やっていただいていますけ

れども、議論を整理したものをこれからの最終的なまとめに出していくものについて、ま

とめていただいていますので、事務局から御説明いただければと思います。 

○宮本参事官 資料５－１と資料５－２を準備しています。 

 資料５－２は、前回の検討会における主な意見をまとめたものです。御説明は資料５－

１に基づきましてさせていただきます。 

 前回お示ししました議論の整理を修正したものです。 

 まず【理念・基本的な考え方】ですけれども、冒頭の部分に 2010 年の出生数の推計を追

加しています。 

 ３行目から、具体的な危機意識の内容といたしまして「経済規模の縮小や地域社会の担

い手の減少など、少子化が我が国の社会経済の根幹を揺るがしかねない問題である」とい

う危機意識と記載しております。 

 〈各段階に応じた切れ目のない少子化対策の取組〉としています。これは全体をわかり

やすくするために小見出しをつけております。 

 １ページの最後のあたりまでほぼ同様の内容ですけれども、下から２行目「また、若い

世代にとって、結婚、出産、子育て等により得られるものが、費用や失うものより大きい
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と感じられる社会を、作っていく必要がある」といった点を追加しております。 

 ２ページ目、〈子供を基本とした少子化対策の取組〉です。これは前回の御指摘を踏まえ

まして、全体を追加しております。 

 次の〈国と地方自治体との連携による少子化対策の取組〉ですが、地域の重要性につい

ての指摘を受けまして、理念にも追加しております。 

 次の〈社会全体としての少子化対策の取組〉がありますけれども、３行目「若い世帯の

将来への不安を安心と希望に変え、全ての世代が、未来の社会に協力し合うことが重要で

ある」を追加しております。 

 ３ページ、【少子化対策に当たり重視すべき視点】というタイトルにしておりますけれど

も、従前の重点課題です。 

 １つ目の〈地域の実情に即した取り組みの強化〉ですが、地域の重要性につきまして御

指摘がありましたので、ここの部分に追加しております。具体的な内容といたしまして、

１行目の後ろのほうにありますけれども、地域が少子化対策の主役になるという視点。そ

れから、最後の行ですが「『まち・ひと・しごと創生』とも連携しながら」、この部分を追

加しております。 

 〈若い年齢での結婚の重要性〉の部分ですけれども、結婚が少子化に与える影響の大き

さについての御指摘がありましたので、１行目「初婚年齢の上昇や、若い世代での未婚率

の上昇が少子化の大きな要因であり」という部分を追加しております。 

 ４ページ、多子の部分です。多子世帯についての支援につきましては、多数の御意見を

頂戴いたしましたので、修正しております。「子供の数に関わらず子供を安心して生み育て

られる環境を整備することに加えて」といたしまして「子供の数の希望を実現するために

は、子供の数が増えるに伴って増加する経済的負担の問題に対応していく必要がある。特

に３人以上の子供を持ちたい方の希望が実現しない理由で最も多くの方が挙げているのが

経済的な理由であり、子育て支援に当たって、多子世帯への配慮を行っていく必要がある」

と修正しております。 

 次が〈ライフステージの各段階に応じた支援〉です。それぞれの記載につきまして、わ

かりやすくするために〈意義・現状〉と〈施策の方向性〉と記載して、それぞれ分けて書

いております。 

 教育の部分です。５ページの上から２行目「こうしたことを家庭や地域でも学べること

が重要である」といった点。その２行下「なお」以下ですが、「教育を受ける側がどのよう

にメッセージを受け取るかという点に留意しつつ」という点は御指摘を踏まえて追加して

おります。 

 〈具体的な取組例〉、１つ目の○です。健康な体づくりにつきましても御指摘がありまし

たので、追加しております。 

 【結婚】の部分です。結婚についても重要性が指摘されておりますので、〈意義・現状〉

の部分に平均初婚年齢の動向、未婚率の動向、非正規雇用の未婚率が高いといった点を記
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載しております。 

 ６ページ、上から７行目「また」以下、「結婚や子育てが『幸せ』につながるという家族

形成のポジティブな面をアピールする」といった点を追加しております。 

 その５行下、２段落目の下の部分、若い年齢での結婚、出産、子育てがキャリア形成に

大きな阻害要因にならないよう「人事・評価制度」を追加しております。これも御指摘を

踏まえたものです。 

 ７ページ、仕事の部分です。施策の方向性の真ん中あたり「一方で」以下です。これも

指摘を踏まえて追加しております。「仕事と子育ての両立ができていない職場もあり、そこ

で働く若者が将来の両立の実現を不可能と考える原因になっているとの指摘もある」とい

う部分を追加しております。 

 ８ページ、【妊娠・出産】の部分の〈意義・現状〉につきましては、背景を記載しており

ます。 

 〈施策の方向性〉の部分です。１段落目は妊娠・出産に関する医学的・科学的に正しい

知識の内容を記載しております。 

 上から６行目、「さらに」の部分ですが、「出産後のさまざまな情報提供をすることで、

産後への不安を和らげることも必要である」という部分を追加しております。 

 「また」以下の「妊娠中や出産後も、職場等において必要な配慮を受けながら仕事を継

続できることが、妊娠・出産の安心につながる」という部分につきましても、御指摘を踏

まえて修正しております。 

 ９ページ、【子育ての部分】です。施策の方向性の中の３段落目、下から５行目ですが、

こちらついては多子の部分を追加で記載しています。 

 10 ページ、上から３行目２段落目です。「安心して子供を育てられるためには」の次の

部分、「小児医療や地域の安全が重要である」という部分。それから、次の行の「課題を抱

える家庭に対する相談や情報提供」。この部分を御指摘を受けて追加しております。 

 11 ページ、子育ての中に多子世帯についての記載を新しく設けて記載しております。内

容的には前回の論点のものを膨らませたというものです。 

 12 ページ以降は〈横串的な取組〉です。 

 【妊婦、子供や子育てに温かい社会・地域づくり】です。〈施策の方向性〉の部分、書き

下しておりますが、これは前回お示ししました具体的な取組例をわかりやすく書いたもの

です。 

 13 ページ、【地域の実情に即した少子化対策】ということで、〈施策の方向性〉の部分、

１行目の後段から「地域が少子化対策の主役であるとの視点をもって」という部分と、最

後の行「『まち・ひと・しごと創生』とも連携しながら」、この部分を追加しております。

これは理念の部分と同様の記載内容となっております。 

 14 ページ、【企業の取組】の部分です。 

 〈施策の方向性〉の一番最後の行ですが、前回の委員会の御指摘を踏まえまして「産業



36 

 

構造や企業活動の変化に対応しながら保育を充実していく必要がある」。この部分を追加し

ております。 

 15 ページ、【男性】と【男女が共に働き、共に育てられる社会】というタイトルにして

おります。これは前回、男性という選択肢を用意したことにつきまして御議論いただきま

したので、別のタイトルを御用意しております。こちらについて御議論いただければと思

っております。 

 〈施策の方向性〉といたしまして、２行目「経営者、管理職の意識改革ともに、子供を

持つ男性が、子育ての当事者として意識を持ち」云々となっておりまして、一般的な男性

ではなく、経営者、管理職と子育ての当事者と書き分けています。これも前回の御指摘を

踏まえたものでございます。 

 【働き方改革／ワーク・ライフ・バランス】です。 

 〈意義・現状〉の３行目ですが、ワーク・ライフ・バランスは地域の活性化にもつなが

るという御指摘を受けまして、３行目の地域の活性化の部分を追加しております。 

 〈施策の方向性〉の部分ですけれども、１行目「時間当たりの生産性を意識しない人事

評価制度や、企業の上司やトップの意識の問題などが指摘されている」。この部分を追加し

ております。 

 16 ページ「育児休業を含めた休暇・休業の取得のしやすさ、転勤への配慮、勤務時間に

通勤時間も加えた仕事による拘束時間」、このあたりを追加しております。 

 以上です。 

○佐藤座長 これまでの議論をかなり骨子のところを膨らませていただきました。 

 16 ページの【目標】【検証】【予算】のところは、今日の議論を踏まえて次回には出てく

るという形になると思います。今日はあまり時間がないのですけれども、10 分弱、具体的

な施策はこれからになりますが、全体の骨子、骨組みのところについて御意見があれば伺

えればと思います。 

 尾﨑委員。 

○尾﨑委員 非常にいい方向で御議論をいただいていると思っていまして、すばらしいと

思います。ライフステージに応じたとか、地域の実情に即したとか、地域しっかり頑張れ

とか、いい方向で書いていただいていると思っています。 

 １点、先ほどの目標のところで議論させていただいたことにもかかわる問題なのですが、

１ページの一番最初の危機意識についての話であります。ここに「経済規模の縮小や地域

社会の担い手の減少など、少子化が我が国の社会経済の根幹を揺るがしかねない問題であ

るという危機意識が国民の間にも広がっている」という形で書いていただいておりまして、

かなり国家的危機的な表現になっていますが、実は時間軸を正確に考えたときに、現在の

地方経済の縮小というのは、生産年齢人口の縮小、これは随分前の少子化の影響。そして

また、東京への一極集中の影響が今になって出てきていて、経済規模が縮小しているとい

うことでありまして、今の時代の少子化の急激なる進行が何をもたらすかというと、先ほ
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ど来象徴的に申し上げておりますが、2000 年代半ばに深刻なる肩車型社会をもたらして、

我が国全体の衰退をもたらす。一人一人も非常に幸福感が減じてしまうような日本になっ

てしまいはしないか。そういう危機の問題なのだろうと思うのです。 

 ですから、ここはもう一段、このまま行くとどういう社会になってしまうのか。だから、

こういうことではいけないでしょうと。今の子供たちもしくは今から生まれてくる子供た

ちに対する現世代の責任として、こういうことをこうすべき。そういう形でこの国家的危

機の意識の問題を整理したらどうかと思うのです。 

 そう整理していったときに、先ほど申し上げた希望出生率そのものを上げていくという

方向性も一定見せていく必要があるのではないかというように展開していくのではないか

と私は思っていまして、結果として努力したけれども、出生率は 1.8 以上上がりませんで

したで良いのだろうか。その結果、将来の子供たちが大変なことになってしまうことをそ

のまま放置するような結果になりはしないか。そこは努力の方向性を示すべきではないか

という形につながっていくのではないかと思うのです。 

 少なくとも危機の問題について、そういう形で整理していただくのがよろしいかと思い

ました。 

○佐藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

 樋口委員。 

○樋口委員 全体的にすばらしくまとまって、これが実現するといいなと思います。 

 その中で、特に２ページのところに国と地方自治体との連携というものがあるのですが、

ここをもう少し強められないのか。あるいは創生会議のほうで出ていることが多々ありま

すので、例えば自治体だけが少子化対策ということではなくて、きちんとプラットフォー

ムをつくれと。そこには産業界も入るし、子育てのいろいろな関係の人たちも入るし、そ

こでビジョンをつくってということは決まっているわけです。それは法律によって決まっ

ているわけだから、そういうものももう一度確認という形でやってもらうといいのではな

いかと思いました。 

○佐藤座長 白河委員。 

○白河委員 もう少し企業を巻き込むというところを強く打ち出せないかと思っていま

して、例えばお金に関しての支出、先ほどの財政のこともフランスの家族公庫のように企

業もある程度何かお金を出す。婚活支援に関しても国の予算に頼るだけではなくて、愛媛

県などは法人会さんが予算も人手でも請負業務もやっているというところがあって、そう

すると安定した財源でできるのです。なので、もう少し企業を巻き込む、企業の危機でも

あるというところをもう少し共有していただけるような強い打ち出しができないか。 

 あと、企業に対して働き方とかマタニティハラスメント、これは企業の取組のところに

はマタハラが具体的な取組例のところに入っていないですけれども、マタハラで仕事を失

ってしまうということもかなりありますので、先ほど称賛して褒め称えるということはも

ちろんありますし、罰則ではないのですけれども、企業も関係ないのではなくて、一緒に
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危機的なものだということで取り組んでほしい。 

 国民にこれ以上危機意識を強制するのは難しいのかと思います。例えば子供のいない人

にとっては何年後かの日本というのは関係ないことなのです。非常に国民に少子化の危機

意識が本当に共有されていないというのは、私は常に肌で感じているので、もうちょっと

産業界全体、会社人としてこれは危機なのだと思ってもらうというだけでもいいのではな

いかと思います。 

○佐藤座長 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○樋口委員 おっしゃるとおり、企業のところをもう少し強く書いてほしいと思います。

次世代法ももうやっているわけですし、その点も書き込むことができるだろうし、渥美さ

んのおっしゃっている子宝指標というものも義務づけるのは難しいにしても、推奨してい

くとか、他人事ではないということを入れてもらえるとありがたいと思います。 

○佐藤座長 企業は別に反対ではないですが、若干地方にいくと企業に雇われて働いてい

る人だけみたいな感じもあるので、そこはちょっとどうするか。家族従業員で働いている

女性もいるので、どこかちょっとあったほうがいいかという気もしています。 

 他にはいかがでしょうか。 

○渥美委員 太い骨ではないのですけれども、ニッチなのですが、今、マタハラネットの

人たちと一緒に仕事をしていて、マタハラはかなり深刻ですし、情報提供はほとんどない

です。ガイドラインだけではなくて、意識啓発キャンペーンは是非やっていただきたいで

すし、セクハラみたいにハードルが見えていませんから、しかも、言葉だけだとシチュエ

ーションがわからないので、そもそも裁判になっても泣き寝入りで復職しているケース一

つしかないです。本当に不利益な取り扱いをされているし、されて泣き寝入りしているし、

それがケースとしても和解してしまったら企業名は出せない、労働監督署に相談していて

もそもそも余り話を聞いてもらえなくて、弁護士さんに行ってようやく解決みたいな状況

を何とか改善したいので、ケースとしてももっときちんと見せたほうがいいと思います。 

 できれば、本当は企業名を公表すべきだと思います。ただ、それは厚生労働省的には難

しいのかもしれませんけれども、実際にどういう事例がどういうシチュエーションでどう

いう形で起きているのか、もっと具体的な事例で見せていかないと、不利益な取り扱いは

かなり前から言われてきていますが、いまだにこんな優良企業でこんなことが言われてい

るのか、これでやめているのかというケースを聞くと、先ほど白河先生がおっしゃったよ

うに企業を巻き込む形でやったほうがいいかと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○吉田委員 ２ページの一番下にあります社会全体としての少子化対策の取組のところ

で、ちょっとよくわからないといいますか、妊婦、子供、子育てを大切にする社会をつく

っていくことが地域の幸せにつながるとか、地域の形成につながるとか、何かポジティブ
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なメッセージをもう少し入れられると、いいと思います。地方自治体の方は仕事が増えた

とか重荷だとか厄介だとか、そう思っておられる方もいらっしゃいますので、妊娠、出産、

子育てが社会全体というか、地域の人たちの幸せにもつながるということも言及するとい

いと思います。子供が多い地域のほうが連帯感が強いということは様々な調査で出ていま

すので、高齢者の方にとってもメリットがあるということを一言加えていただけると、皆

でこの課題を共有することができます。 

 あと、13 ページにありますけれども、これは細かい話で申し訳ないのですが、〈横串的

な取組〉で 13 ページの上から４行目ぐらいで、安全に安心して子育てできるよう、災害、

犯罪、交通事故等からというのはずっと昔から言われているのですけれども、地方自治体

としては何をやればいいのかということがよくわからないということがございますので、

例えば地域防災計画の中に子育て世代や妊婦、子供への対応を盛り込むですとか、子育て

世代の避難訓練をするという具体的な提案をするといいと思います。今はおじいちゃん、

おばあちゃんたちの防災訓練ですとか、そういうものをやっているのですけれども、子育

て世代の防災授業、災害教育などをやっていく。私、今、いろいろな地方自治体で妊婦さ

ん、子供さん向けの防災事業をやっておりますけれども、それをきっかけにして地域全体

で子育て世代への視点がすごく増えるということがございますので、具体的に地域防災計

画の中に、あるいは地域防災事業の中に子育て世代、妊婦、子供を守るための対応を盛り

込むですとか、これだったら手をつけやすいかと思われるような具体例を何か一言入れて

いただけると、きっかけをつかみやすく、前に進むのではないかと思いました。 

 ありがとうございます。 

○佐藤座長 安藏委員。 

○安藏委員 今、ワシントンポストや何かでいろいろ日本がすごく不思議な国だと書かれ

ていて、若い子たちが付き合っている人もいない人が半分以上もいる。出生動向基本調査

でもそういうものが出ているので、政府が出す文書で書くのも変でしょうけれども、もっ

と恋をして恋愛することはすばらしいことなんだという文面がどこかに入って、結婚した

いなというときには全部この国はサポートしますよ、そういう明るいのを入れて、うまく

書いてほしいのです。 

○佐藤座長 気持ちはよくわかります。すごく大事な点です。 

 時間の関係でまだ御意見があるかと思いますが、議題はここまでにさせていただいて、

幾つか御報告がありますので、よろしくお願いします。 

○宮本参事官 それでは、事務局から御報告させていただきます。 

 資料６－１と資料６－２を簡単に御紹介させていただきます。 

 まず、資料６－１です。少子化社会対策大綱に関するインターネット調査ということで、

今回、この検討会で御議論いただいておりますいろいろな論点項目に沿った形で、インタ

ーネット調査を実施することとしております。 

 １月９日から１月 16 日を予定しておりまして、調査票の設計には佐藤座長、大日向座長
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代理、渥美先生、吉田先生にも御協力いただいております。 

 次回の第６回検討会で速報値を御紹介させていただく予定です。細かくなりますけれど

も、具体的な調査票については資料６の後ろにつけています。 

 資料６－２です。少子化対策の検証・評価にかかる調査分析等です。 

 第１回の委員会で少子化対策の検証・評価につきまして、御意見を頂戴いたしましたの

で、吉田穂波委員に依頼いたしまして、今、検証、調査・分析を進めていただいておりま

す。 

 こちらにつきましても次回の１月 28 日の検討会で吉田先生から御紹介いただきたいと

思っております。 

 以上です。 

○佐藤座長 こういうことを進めてさせていただいておりますということです。 

 これまでの検討会での議論と今後の文献調査等々を踏まえて、次回、検討会の提言案を

出していただくということになります。ですので、まだまだ議論していただけると思いま

すので、よろしくお願いします。 

 それでは、次回の開催について御説明いただければと思います。 

○宮本参事官 次回は１月 28 日水曜日、９時半から開催予定です。今、御説明がありま

したが、検討会の提言等について御議論いただく予定です。 

 先ほど御説明いたしました意識調査の結果報告、少子化対策の検証・評価の結果につき

ましても御報告いたします。 

○佐藤座長 それでは、長時間議論いただいて、どうもありがとうございました。 

 それでは、これで本日の検討会は終わらせていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。 


