
（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

② 経済を世界に開き、絶え間なくイノベーションを起こし、高付加価値な財・

サービスを生み出すことを通じて、成長を続ける

③ 年齢、性別に関わらず、意欲、個性や能力に応じて様々な形で活躍できる社

会、制度、仕組みを構築する

④ 個性を活かした地域戦略と、地域における「集約・活性化」を進め、働き場所

があって暮らし続けられる地域社会をつくる

⑤ 基盤的な制度、文化、公共心など社会を支えている土台を大切にする

望ましい未来像とそれに至るまでの道筋を共有し、現在必要となる取組について、

局所的な対応に陥らないよう、優先度に留意しながら、全体として推進していくこと

が重要である。デフレ脱却・経済再生に向けた動きを確実にするとともに、その先を

見据え、社会保障制度と財政の持続可能性を確保しつつ、地域社会の再生、発展を可

能とし、日本経済の持続的・安定的な成長を実現していく観点から、人口急減・超高

齢化の克服に向けた諸課題への対応にスピード感を持って取り組んでいく時である。

とりわけ、地域の活力を維持し、東京への一極集中傾向に歯止めをかけるとともに、

少子化と人口減少を克服することを目指した総合的な政策の推進が重要であり、この

ための司令塔となる本部を設置し、政府一体となって取り組む体制を整備する。 

アベノミクスを始めとする政府の取組についての国民の理解や世界への発信強化

のため、内閣の基本方針について、引き続き各省が適切に連携しつつ内外広報の積極

的かつ効果的な展開を図る。 
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（４）少子化対策 

人口急減・超高齢化に対する危機意識を共有し、少子化危機ともいうべき現状を突

破していかなければならない。出産・子育て支援も社会保障の柱であるという認識を

共有しつつ、出生率の回復に成功した諸外国の経験も参考にしながら、結婚・妊娠・

出産・育児の「切れ目のない支援」を行うため、財源を確保した上で子どもへの資源

配分を大胆に拡充し、少子化対策を充実する29。さらに、夫婦が希望する数の子どもを

持てるよう、家庭や地域の力も視野に入れ、第三子以降の出産・育児・教育への重点

的な支援など、これまでの少子化対策の延長線上にない政策を検討する。 

新たな少子化社会対策の大綱を平成26 年度中に策定するとともに、子ども・子育て

支援新制度を平成27 年４月に施行する方針の下、取り組む。また、本制度に基づく幼

児教育・保育・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための財源の確保について

は着実に進め、消費税分以外も含め適切に対応していく。また、都市と地方のそれぞ

れの特性に応じた少子化対策に国と地方自治体、都道府県と市町村がそれぞれの役割

に応じ連携した取組を推進するとともに、行政を始めとして、国民、企業、学校、メ

ディアなど全ての関係者が少子化危機突破の認識を共有するための取組を進める。加

えて、児童虐待防止対策を進める30。 

29 産科医の確保支援等を含む。 
30 誰もが児童相談所に相談しやすい環境づくりを進めるなど。 

第２章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題

（略）
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経済財政諮問会議 専門調査会 

「選択する未来」委員会報告（抄）

【別添２】 
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Ⅰ 基本的な考え方 

（略） 

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。 

目安となる数値として、以下のようなものをあげることができる1。 

先ず、年少人口である。目標に沿って人口が推移した場合、2020年代初めには、年

少人口の減少は止まる。50年後、年少人口比率は、現状のままでは10％を割り込むが、 

2020年代以降微増に転じた場合には15～16％となり、現在よりも子どもが多く、少しず

つ子どもの比率が高まっていく社会になる。高齢化率は、目標に沿って人口が推移

した場合、2040年代後半に34％程度でピークとなった後に低下を始める。すなわち、社

会全体が若返ることになる。 

現在62％である生産年齢人口比率は、人口急減・超高齢化の下では減少が収まるこ

とはなく将来的に50％を下回ることになるが、人口急減・超高齢化を克服することがで

きれば、50％を下回ることなく、2040年代半ばには緩やかな増加に転ずることになる。

さらに、元気な高齢者の活躍促進が加われば、社会の活力は十分に維持されるだろう。 

 人口減少数は、現状のままでは、2020年代初めに年60万人減、2040年頃には年100万人

減に達する。人口減少は急激であり、かつ終わることがない。もしも2020年代初め頃の

人口減少数が、年30数万人程度に抑えられた場合には、2040年頃の年60万人減がボトム

となり、その後は減少数が小幅化する。50年後にも年40万人程度は減少するが、さらに

その一世代後、今世紀中には横ばいに転じ、人口減少は収束する。 

人口の変化には時間がかかるが、人口の構成と規模は一体的、動態的に確実に変化

1 年少人口比率は 0～14歳人口／総人口、高齢化率は 65歳以上人口／総人口、生産年齢人口比率は 15～64歳人口／総

人口。 
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していく。上述のような目安に照らして、2020年頃までにトレンドが変わり、2040

年頃にピークやボトムを抜けるような変化が認められれば、50年後においても、人

口は１億人程度の規模を有し、将来的に安定した人口構造が保持される方向に向

かっていると言えることになる。 

また、人口、経済、地域社会を巡る課題に一体的に取り組んでいくに際しては、

以下のような目安をあわせもって取り組んでいく必要がある。 

（少子化対策の倍増） 

少子化対策（家族関係支出）については、2020年頃を目途に早期の倍増を目指す
2。トレンドを変える大きな変化を生じさせるためには、大胆に踏み出すべきであ

る。出産、子育て支援は未来への投資であり、次世代につけ回しせず、現世代で負

担していく。社会保障の柱としてしっかりと位置付け、その上で、医療、介護をは

じめとする効率化・重点化、資源配分の重点の高齢者から子どもへのシフト、社会

保障制度全体として受益と負担の均衡のとれた制度に再構築するための骨太な検討

などにより、必要な財源を確保していく。 

また、支出の質の改善を重視することが大事である。出生率の回復に成功した諸

外国に倣いながら、従来からの少子化対策の枠組みにとらわれることなく、広がり

のある切れ目のない支援への拡張、保育サービスのメニュー拡大などの現物給付の

重視や教育支援の充実等を図る。 

子どもを産み育てるのは若い世代、生まれ育つのが子どもである。若い世代と子

どもが、明るく伸び伸びと産み育て、生まれ育っていく社会作りという視点から関

連施策の拡充を図っていく。 

３．いくつかの具体的な取組提案 

（略） 

（４）政策の検証や評価 

 人口、経済、地域社会を巡る課題に対する取組を着実に継続し、進化させていく

ためには、政策の検証や評価が重要になる。 

○人口急減・超高齢化の克服の効果を定量的に提示

人口構造が安定的なものになる場合や、成長力の強化が実現する場合のマクロ経

済等へのプラス効果や、遅延する場合のマイナス効果を定量的に提示することによって、

2 OECDの社会支出統計（Social Expenditure Database）では、2009年度の家族関係社会支出（出産・子育て支援

として制度に基づき行われる現金給付及び現物給付の合計）対 GDP 比は、スウェーデン 3.8％、フランス 3.2％、 

OECD平均 2.3％に対し、日本は 0.96％。なお、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2011年度の家族関係

社会支出対 GDP比は 1.35％。また、家族関係支出の対高齢関係支出は、スウェーデン 0.36、フランス 0.26、OECD

平均0.36に対し、日本は0.12。また、OECDの税制上の措置を含んだ家族給付に関連する公的支出（Family Database）

対 GDP比は、フランス 3.98、スウェーデン 3.75、OECD平均 2.61に対し、日本は 1.48。 
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政策を進める費用対効果の目安を得ることができ、また、取組の必要性に対する理

解浸透を図ることができる。 

○少子化対策の評価

少子化対策に即効性を期待することは難しい。それだけに、粘り強い取組を推進

できるよう、慎重かつ能動的に検証、評価していくことが重要である。地域にお

いて合意が得られる場合には、人口の自然増減数や社会増減数の動向に照らして

検証、評価する取組も望まれる3。 

○地域の資金循環の定量的な提示

内発的で持続的な地域経済を実現するためには、地域内の資金循環及び地域外と

の資金の流出入を定量的に把握、分析して対応を検討することが重要である。

そうした取組は先進的な地域4で出てきており、普及拡大に取り組むべきである。 

3 平成 23年度時点で、19道府県が出生率あるいは出生数目標を設定している。 
4 例えば、水俣市や島根県の例があり、資金が域内で循環せずに域外へ流出している構造が明らかとなってい

る。 
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まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（抄）

【別添３－１】 
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Ⅱ．今後の基本的視点 

（略） 

２．今後の基本的視点 

（１）３つの基本的視点から取り組む。 

人口減少への対応には、大きく二つの方向性が考えられる。一つは、出生率を

向上させることにより人口減少に歯止めをかけ、将来的に人口構造そのものを変

えていこうとするものである。これは「積極戦略」と言える。もう一つは、仮に

出生率の向上を図っても今後数十年間の人口減少は避けられないことから、今後

の人口減少に対応し、効率的かつ効果的な社会システムを再構築するものであ

る。いわば「調整戦略」である。この二つの対応を同時並行的に進めていくこと

が必要となる。こうした観点から、今後の取組において基本的視点となるのは、

次の３点である。 

①「東京一極集中」を是正する

地方から東京圏への人口流出（特に若い世代）に歯止めをかけ、東京一極

集中を是正する。これにより、地方に住み、働き、豊かな生活を実現したい

人々の希望を実現するとともに、東京圏の活力の維持・向上を図りつつ、過

密化・人口集中を軽減し、快適かつ安全・安心な環境を実現する。 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する

人口減少を克服するため、若い世代が安心して働き、希望どおり結婚・出

産・子育てをすることができる社会経済環境を実現する。 

③地域の特性に即した地域課題を解決する

中山間地域等、地方都市とその近隣及び大都市圏において、人口減少に伴

う地域の変化に柔軟に対応し、地域の特性に即して、地域が抱える課題の解

決に取り組む。 

（２）国民の希望の実現に全力を注ぐ。 

まず全力を挙げて取り組むべきは、「国民の希望の実現」である。 

その第一が、地方への移住の希望に応え、地方への新しいひとの流れをつくる

ことである。東京都在住者の４割が「移住する予定」又は「今後検討したい」と

考えているという調査結果 1が出されている。移住希望は、特に 10・20 代の若い

世代や 50 代で高い。一方、移住に対する不安・懸念として、地方の雇用や日常

生活の利便性などの問題が挙げられており、こうした障害を取り除き、希望がか

なうようにすることで、東京圏への人口の一極集中に歯止めをかけ、地方への新

1 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」（平成 26年９月 17

日） 
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しいひとの流れをつくることが可能となる。 

第二は、「若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現」である。若い男女が

結婚し、子どもを持ちたいという希望は強い。18 歳から 34 歳の未婚者を対象に

した意識調査 2では、男女とも「いずれ結婚するつもり」という人の割合は９割

程度に達している。そして、夫婦が予定する平均子ども数は 2010 年で 2.07 人で

あり、未婚者が希望する平均子ども数も男性で 2.04 人、女性で 2.12 人と２人

を超えている。この水準は他の国の状況から見てもかなり高く、1980 年代後半

以降、今日までほぼ安定的に推移している。こうした若い世代の結婚・子育ての

希望の実現を図ることである。 

（３）若い世代の就労・結婚・子育ての希望に応える。 

若い世代の希望を実現するためには、結婚から妊娠・出産、そして子育てまで

の支援を行っていくことが重要である。 

まずは、「結婚」に関するものである。近年、我が国では 20 代の有配偶率が

低下し続け、諸外国と比べて低い水準にとどまっている。このため、平均初婚年

齢は上昇を続け、現在は夫 30.9 歳、妻 29.3 歳（2013 年）となっている。「晩婚

化」又は「非婚化」が我が国の出生率の低下の大きな要因となっているだけに、

若い世代における結婚の希望の実現を図ることは重要である。そのためには、安

定的な「経済的基盤の確保」が必要となる。就労形態別調査によると、男性正社

員の場合の有配偶率は 20 代後半で約 32％、30 代前半で約 58％であるのに対し

て、非正規雇用の場合は 20 代後半で約 13％、30 代前半で約 23％と、正社員の

半分以下にとどまっている。今後労働力人口が減少する中で、「相応の収入」や

「安定的な雇用形態」、「やりがいのあるしごと」といった「質」を重視した雇

用の確保が大きな課題となると言える。 

さらに、「子育て支援」と「働き方」に関するものである。若い世代の子育て

の希望を実現する観点からは、「子育て支援」は喫緊の課題であり、共働き世帯

のみならず、近くに親族など支援者がいない専業主婦等に対してもますます重要

となっている。 
また、子育てと就労を両立させる「働き方」を実現していかなければならな

い。育児休業などの取組は進展しているが、特に男性の育児休業取得率が非常に

低いことが指摘されている。育児は、女性のみならず、男性の問題でもある。日

本は欧米に比べて夫の育児・家事への参加度合が非常に低く、それが妻の２人目

以降の出産意欲を削ぐ要因となっているという調査結果もあり、育児・家事に男

性も主体的に参画することが重要である。この他にも長時間労働などの問題があ

るが、こうした「働き方」に関わる問題は、男女を問わず子育て世代に大きな影

響を与えていることを十分認識し、官民挙げてその改善に取り組む必要がある。 

2 社人研「出生動向基本調査」（2010年） 
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