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少子化対策に関連する目標、指標等について 

４．日本の未来像に関わる制度・システムの改革 

（「人口急減・超高齢化」の克服） 

（略） 

希望通りに働き、結婚、出産、子育てを実現することができる環境を整え、

人々の意識が大きく変わり、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 。 

（望ましい未来像に向けた政策推進） 

人口急減・超高齢化への流れを変え、望ましい未来像に向けた改革・変革を進

めていくことにより、以下のような道筋が描かれる。 

① 人口急減・超高齢化に対する危機意識を国民全体で共有し、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 。

（略） 

Ⅰ 基本的な考え方 

２．数値的な目標、目安と時間軸 

（人口急減の克服に係る目標、目安） 

現状のまま何もしない場合、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。１億人程度とする意味は、以下の

とおりである。 

一つは、若者の希望がかなえられることが大切だということである。現在と 50

年後の中間点くらいまでに、もし希望通りに９割の若者が結婚して２人超の子ど

もを産み育てる状況が実現したとすれば、人口減少のスピードは大きく緩和さ

れ、50 年後の人口は１億人程度となり、その後人口の減少は収まると推計され

る。 

もう一つは、人口構造が安定することの重要性である。もし 50 年後に１億人程度

の人口規模が維持されると仮定した場合、その時点の人口構造は 65 歳以上が３

経済財政運営と改革の基本方針2014 （平成 26 年 6 月 24 日閣議決定） 

【別添１】

経済財政諮問会議 専門調査会「選択する未来」委員会報告 
（平成 26 年 11 月）【別添２】 
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分の１、65 歳未満が３分の２となり、年齢階層数と年齢階層別の比率がほぼ等し

くなって、人口の不均衡はほとんど解消される。この場合、不均衡が続く場合に

比べて格段に様々な課題に対する解決の道筋がつけやすくなる。 

長期ビジョン【別添３－１】 ※日本の人口・経済の中長期展望を示したもの 

Ⅲ．目指すべき将来の方向 

１．「活力ある日本社会」の維持のために 

◎今後目指すべき将来の方向は、将来にわたって「活力ある日本社会」を維持す

ることである。 

（２）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。 

Ⅱ２（２）で述べたような 若い世代の結婚・子育ての希望が実現するな

らば、我が国の出生率は 1.8 程度の水準まで向上することが見込まれる。

この希望が実現した場合の出生率（国民希望出生率）＝1.8 は、ＯＥＣＤ諸

国の半数近くの国が実現している水準である。例えば、オランダやデンマー

クといった国がそうである。日本でも、最も出生率が高い沖縄県は 1.9 で

ある。我が国においてまず目指すべきは、若い世代の結婚・子育ての希望の

実現に取り組み、出生率の向上を図ることである。 

もとより、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。 

（３）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。 

将来の人口動向を超長期の視点から見ると、社人研の将来推計人口（平成

24 年）では、このまま推移すると、2060 年の総人口は 8,674 万人にまで落

ち込むと推計されている。これは、約 60 年前（1950 年代）の人口規模に逆

戻りすることを意味している。さらに、総人口は、2100 年に 5,000 万人を

切った後も、いつまで経っても安定しないこととなる。 

これに対して、仮に、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ことが見込まれる。図１は、その将来推計を示したもの

である。この推計では、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（2.07）が達成されるケースを想定して

いる。 

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン、総合戦略 
（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）
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総合戦略【別添３－２】※「長期ビジョン」を踏まえ、2015年度を初年度とする今後５か年

の政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたもの 

Ⅲ．今後の施策の方向  

１．政策の基本目標  

（１）成果（アウトカム）を重視した目標設定  

国の「総合戦略」では、政策の 「基本目標」を明確に設定し、それに基

づき適切な施策を内容とする 「政策パッケージ」を提示するとともに、政

策の進捗状況について 重要業績評価指標（KPI）で検証し、改善する仕組み

（PDCA サイクル）を確立する必要がある。  

こうした観点から、政策の「基本目標」については、日本の人口・経済の

中長期展望を示した「長期ビジョン」を踏まえ、「総合戦略」の目標年次で

ある 2020 年において、国として実現すべき成果（アウトカム）を重視した

数値目標を設定 する。  

〈基本目標③〉 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・地域の実情に即し、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境

整備等の取組を推進することにより、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と考える人の割合を 40%以上 とする。  

・若年世代が安心して働ける質の高い職場を生み出し、結婚希望の実現率を 80%に

引き上げていく とともに、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援や、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランスの確保に取り組むことによって、

夫婦が希望する子育て環境を提供し、夫婦の予定する子供数の実現割合を 95%に

引き上げる よう取り組む。 

〈政策パッケージ〉 
国は、適切な短期・中期の政策目標を伴う政策パッケージ を示し、それぞれの

進捗についてアウトカム指標を原則とした重要業績評価指標（KPI）で検証 し、改

善する仕組み（PDCA サイクル）を確立する。 

ア）若い世代の経済的安定  

■若者（20～34 歳）の就業率を 78%に向上（2013 年 75.4%）

■若い世代の正規雇用労働者等（自らの希望による非正規雇用労働者等を含

む。）の割合について、全ての世代と同水準を目指す（2013 年 15～34 歳

の割合 92.2%、全ての世代の割合 93.4%）

■フリーター数を 124 万人に減少（2013 年 182 万人）

イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援  

■支援ニーズの高い妊産婦への支援実施の割合：100%
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ウ）子ども・子育て支援の充実  

■2017 年度末までに待機児童の解消を目指す（待機児童数 2014 年４月

21,371 人）  

■「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」について、全ての小学校区（約

２万か所）で一体的に又は連携して実施する。うち１万か所以上を一体型と

することを目指す

■三世代同居・近居の希望に対する実現比率を向上する

■理想の子ども数を持てない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎる

から」を挙げる人の割合を低下させる（2010 年 60.4%）

エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」）  

■第１子出産前後の女性の継続就業率を 55%に向上（2010 年 38%）

■男性の育児休業取得率を 13%に向上（2013 年 2.03%）

■週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を５%へ低減（2013 年 8.8%）

■年次有給休暇取得率を 70%に向上（2013 年 48.8%）

アクションプラン【別添３－３】※総合戦略の付属文書であり、個別施策の工程表 

提言３ 残された課題に対する議論の深化 

 少子化対策における目標の設定については、施策の効果検証や国民の意識改革の観

点から必要である。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。 

なお、経済財政諮問会議の専門調査会である「選択する未来」委員会の中間報告

において「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」との

考え方が示されたことについては、少子化対策にも資するものであるが、人権に十

分配慮し、あくまで国の目標であることを明確にし、個人にプレッシャーを感じさ

せることのないよう国民に十分に説明をするなど、留意が必要である。 

少子化危機突破タスクフォース（第２期）取りまとめ 
（平成 26 年 5 月 26 日）【別添６】
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施策に関する数値目標 

今後、５年間を目途（平成 26 年度）として、施策に関する数値目標を設定 

例：保育所定員 等 

参考指標 

「少子化社会対策大綱」に関連する指標で、これまでの計画・合意等により定め

られているもの 

例：男性の育児休業取得率（平成 24 年５％、平成 29 年 10％） 等 

成果目標 

それぞれの重点分野において掲げる具体的施策を総合的に実施することによって、

政府全体で達成を目指す水準 であり、当該成果目標に係る項目を直接取り組む機

関・団体等が地方公共団体や民間団体など政府自身でない場合には、政府がこれら

の機関・団体等に働きかける際に、政府として達成を目指す水準として位置づけら

れるもの 

例： 年次有給休暇取得率 

現状：47.4％（平成 20 年）→ 成果目標 70％（平成 32 年） 

６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 

現状：1 日当たり 60 分（平成 18 年） 

→ 成果目標：1 日当たり２時間 30 分（平成 32 年） 

等 

参考指標 

男女共同参画社会の形成の状況を把握する上で重要な各種指標 であり、内閣府に

おいて、その推移を定期的にフォローアップし、結果を公表 することとしている。 

例：非正規から正規への移動率 ※数値目標は設定されていない 

少子化社会対策大綱（子ども・子育てビジョン） 
（平成 22 年１月 29 日閣議決定）【別添４】 

第３次男女共同参画基本計画（平成 22年 12 月 17 日閣議決定）【別添５】 
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政府の中長期計画・指針における目標、指標等について 

施策に関する数値目標 ・・・今後、５年間を目途（平成 26 年度）として、施策に

関する数値目標を設定 

参考指標 ・・・「少子化社会対策大綱」に関連する指標で、これまでの計画・合意等

により定められているもの 

成果目標 ・・・政府全体で達成を目指す水準又は、政府がこれらの機関・団体等に

働きかける際に、政府として達成を目指す水準 

※目標によって達成時期は異なる 

参考指標 ・・・男女共同参画社会の形成の状況を把握する上で重要な各種指標であ

り、その推移を定期的にフォローアップし、結果を公表 

日本の人口・経済の中長期展望を示したもの 

＜総合戦略＞【別添３－２】 

基本目標 

2020 年までに国として実現すべき成果（アウトカム）を重視した数値目標を設定 

例：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と考える人 

の割合 40%以上（2013 年度 19.4%） 第１子出産前後の女性の

継続就業率  55%（2010 年 38%） 等 

重要業績評価指標(KPI) 

政策パッケージにおいて 2020 年までに国が達成すべき政策ごとの成果目標を設定 

例：理想の子ども数を持てない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎる

から」を挙げる人の割合を低下させる（2010 年 60.4%） 等

少子化社会対策大綱（子ども・子育てビジョン） 
（平成 22 年１月 29 日閣議決定）【別添４】 

第３次男女共同参画基本計画（平成 22年 12 月 17 日閣議決定）【別添５】 
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＜長期ビジョン＞ 



少子化対策に関する目標等の議論を行う際の留意点 

＜前文＞ 

（略） 

もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、こうした事態に直

面して、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生

み、育てることができる環境を整備し、子どもがひとしく心身ともに健やかに育

ち、子どもを生み、育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現

し、少子化の進展に歯止めをかけることが、今、我らに、強く求められている。 

・目標について議論する際には、社会経済などマクロの観点も踏まえつつ、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 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。 

・国民の理解と賛同を得られ、子どもの最善の利益を追求するものとなるよう十分配

慮する ことが重要。 

＜目標について議論する際の３原則＞ 

① 個人の希望を尊重

個人の産む産まないを選択する自由を侵害するものではなく、あくまでも、

希望する人が結婚でき、希望する人が産むことができるようなものであること。 

② 国・地方自治体等の目標であることの明示

個人に対するものではなく、国、地方自治体、企業等の取組を通じて達成

すべき目標であり、それを国民に丁寧に説明すること。  

③ 必要な財源確保

必要な施策を精査・総動員した上で、そのための財源を確保すること。  

少子化社会対策基本法（平成 15 年法律第 133 号）

少子化危機突破タスクフォース（第２期）取りまとめ 
（平成 26 年 5 月 26 日）【別添６】

第10回経済財政諮問会議 
（平成 26 年 6 月 9 日、少子化対策担当大臣提出資料）【別添７】
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（２）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。 

Ⅱ２（２）で述べたような若い世代の結婚・子育ての希望が実現するなら

ば、我が国の出生率は 1.8 程度の水準まで向上することが見込まれる。この

希望が実現した場合の出生率（国民希望出生率）＝1.8 は、ＯＥＣＤ諸国の半

数近くの国が実現している水準である。例えば、オランダやデンマークといっ

た国がそうである。日本でも、最も出生率が高い沖縄県は 1.9 である。我が

国においてまず目指すべきは、若い世代の結婚・子育ての希望の実現に取り組

み、出生率の向上を図ることである。 

もとより、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 。 

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン【別添３－１】 
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数値目標等のフォローアップ等について 

（１）少子化社会対策白書 

・少子化社会対策基本法第９条に基づき、「講じた施策」を毎年国会に報

告 ・少子化の現状、少子化社会対策関係予算なども掲載 

（２）意識調査 

・大綱で定める１２の主要施策等について、達成度などに関する国民意識の調査を

毎年実施 

（１）男女共同参画会議 監視専門調査会 

・有識者により構成され、基本計画の施策の実施状況を継続的に監視 

・特に喫緊の課題を取り上げて審議し、男女共同参画会議に意見を提出 

・基本計画における成果目標、参考指標の動向を毎年把握 

（２）男女共同参画白書 

・男女共同参画社会基本法に基づき毎年国会に報告 

（１）仕事と生活の調和連携推進・評価部会 

・「憲章」及び「行動指針」に基づき、施策の進捗状況や現状を点検評

価 ・中間年度フォローアップを実施（2014 年） 

（２）ワーク・ライフ・バランス レポート【別添１０】 

・（１）の部会と仕事と生活の調和関係省庁連携推進会議が共同発行 

・憲章及び行動指針に関する施策の状況や数値目標の現状をフォローアップ 

少子化社会対策大綱（子ども・子育てビジョン） 

第３次男女共同参画基本計画 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス憲章） 及び 
仕事と生活の調和推進のための行動指針【別添８、９】 
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＜まち・ひと・しごと創生法＞ 

第８条 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるも

のとする。 

３ まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案を作成

するに当たっては、人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、かつ、第十二条第二号

の規定による 検証に資するようまち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況に関

する客観的な指標を設定 するとともに、地方公共団体の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるものとする。 

第１２条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

二 まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその 実施状況の総合的な検証を定期

的に行う こと。 

＜まち・ひと・しごと創生総合戦略＞【別添３－２】 

３．国と地方の取組体制と PDCA の整備  

（１）「５か年戦略」の策定 

② 政策目標設定と政策検証の枠組み

国は、適切な短期・中期の政策目標を伴う政策パッケージを示し、それぞれ

の進捗についてアウトカム指標を原則とした重要業績評価指標（KPI）で検証

し、改善する仕組み（PDCA サイクル）を確立する。 

まち・ひと・しごと創生 

10 



経済財政運営と改革の基本方針 2014 
（抄）

【別添１】
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４．日本の未来像に関わる制度・システムの改革 

（「人口急減・超高齢化」16の克服） 

デフレ脱却・経済再生の先に、もう一つ超えなければならない高いハードルがある。

現在の日本は、「人口急減・超高齢化」へ確実に向かっている。この流れを変えなけ

れば、持続的・安定的な成長軌道に乗っていくことはできない。 

人口急減・超高齢化の流れを変えることは容易でなく、流れが変わっても効果が現れ

るまで長期間を要する。人口急減・超高齢化の流れを変えられない場合には、経済規模

が収縮し、縮小スパイラルに陥るおそれがある。そこに至っては、もはや回復は困難と

なろう。従来の少子化対策の枠組みにとらわれず、福祉分野以外にも、教育、社会保

障、社会資本整備、地方行財政、産業振興、税制など、あらゆる分野の制度・システム

を若者・子ども世代や次の世代のためになっているか、結婚しやすく子育てしやすい環

境を実現する仕組みになっているかという観点から見直し、2020年を目途にトレンドを

変えるために抜本的な改革・変革を推進すべき時期に来ている。 

希望通りに働き、結婚、出産、子育てを実現することができる環境を整え、人々の意

識が大きく変わり、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。 

16 現在の人口減少数は年平均16万人程度、高齢化率は25％程度。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」

によれば、25年後には、人口減少数は年平均100万人程度、高齢化率は35％超程度になると見込まれる。ここでは、その通

りに推移する状況を「人口急減・超高齢化」と呼ぶ。 

第１章 アベノミクスのこれまでの成果と今後の日本経済の課題 

（略）
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