
 

これまでの検討会における議論の整理（案） 

   

【理念・基本的考え方】 

＜早期・集中的な少子化対策の取組＞ 

２０１４年の出生数（推計）が約１００万１０００人（前年比約２

万９千人減）となり、過去最少を記録するなど、少子化は深刻さを増

している。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。少子化対策は、効果が出るまでに長

い時間を要するが、早く取り組めば取り組むほど効果が上がるもので

あり、新たな少子化社会対策大綱の策定及び強力な推進を通じて、少

子化の傾向に歯止めをかける必要がある。 

 

＜各段階に応じた切れ目ない少子化対策の取組＞ 

結婚から妊娠・出産・子育てまでのライフステージの各段階に対応

した支援を切れ目なく行い、若い世代の結婚や出産、子育ての希望

がかない、喜びを感じられる社会の実現を目指す。そのためには、

結婚や出産に関する希望の実現を阻害している要因を取り除くこと

が必要であり、結婚よりさらに前の段階の教育や就労も重視すると

ともに、子育てについても高等教育や就職までを見据えるなど、従

来よりも視野を広げた取組が必要である。特に、女性の社会進出が

進み、共働き世帯が増加する中、「全ての女性が輝く社会づくり」と

連携し、希望どおり男女が共に働き、希望する数の子供を共に育て

られる社会の実現を目指していくことが必要である。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
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失うものよりも大きいと感じられる社会を、作っていく必要があ

る。 

 

＜子供を基本とした少子化対策の取組＞ 

「子供の最善の利益」を追求し、子供が健やかに育つことができる

社会を実現していく必要がある。子供の健やかな育ちと子育てを支

えることは、一人一人の子供や保護者の幸せにつながることはもと

より、将来の我が国の担い手の育成の基礎をなす、重要な未来への

投資であり、社会全体で取り組むべき最重要課題の一つである。 

 

＜国と地方自治体との連携による少子化対策の取組＞ 

少子化の状況や原因が、都市と地方など「地域」により異なること

から、地域の実情に即した取組が必要である。また、結婚、妊娠、

出産、子育ては、人々の暮らしそのものであり、暮らしの場である

「地域」を重視しながら、取組を進めることが必要である。すなわ

ち、安心して子供を生み、育てられる「地域」、子供が安全な環境の

中で健やかに育つことができる「地域」の実現を目指して、国と地

方自治体が連携して、「地域」の実情に即した取組を進める必要があ

る。 

 

＜社会全体としての少子化対策の取組＞ 

次世代を生み育むこと、さらには、妊婦、子供、子育てを大切にす

る社会を作っていく。少子化問題を世代間対立の問題としてはなら

ない。若い世代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。少子化問題や若者
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の結婚・妊娠・出産・子育てが、我が国の社会全体にとって非常に

重要なことであるという認識を共有し、高齢者や企業も含め、社会

全体で行動を起こしていくことが重要である。 

 

【少子化対策に当たり重視すべき視点】 

若者が、希望どおりに結婚し、希望する数の子供を持ち、安心して子

育てをできるようにするとともに、子供の健やかな育ちを支援していく

ためには、総合的な少子化対策の取組を更に強化・充実していく必要が

ある。 

 

＜地域の実情に即した取組の強化＞ 

実効性のある少子化対策を進める上で重要なことは、地域が少子化

対策の主役になるという視点を持ち、地域の実情に即した取組を進

めていくことである。地方自治体が、地域の実情に即した結婚・妊

娠・出産・子育ての各段階に応じた総合的な少子化対策を進めるこ

とができるよう、「まち・ひと・しごと創生」とも連携しながら、取

組を進めていく。 

 

＜若い年齢での結婚の重要性＞ 

初婚年齢の上昇や、若い世代での未婚率の増加が、少子化の大きな

要因であり、若者の結婚の希望が叶うような環境の整備が極めて重要

である。若者の結婚の希望が実現するよう、また、希望に応じて若い

時期に結婚できるよう、若者の雇用の安定、結婚生活を送るための経

済的な安定、子供を持つ時期を含めたライフデザインの形成、女性の

活躍と結婚・出産・子育ての両立、結婚・子育てに対して前向きなイ

3 
 



 

メージが持てるための環境整備等が重要である。 

 

＜子育て支援における多子世帯への配慮＞ 

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、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。 

 

少子化対策を強化・充実するに当たり、①地域の実情に即した取組

の強化、②若い年齢での結婚の重要性、③子育て支援における多子世

帯への配慮、を重視すべき視点とし、選択と集中を行いつつ、総合的

な少子化対策の充実を図る。 

 

＜ライフステージの各段階に応じた支援＞ 

 

【教育】 

＜意義・現状＞ 

若い世代が、結婚や子育ての希望を実現するためには、将来の結婚、

妊娠、出産、子育てを含めて、暮らしと仕事の将来像を適切に設計でき

ることが重要である。 

 

＜施策の方向性＞ 

妊娠適齢期等に関する正しい知識を教育の中で提供するとともに、ラ

イフデザインについても学ぶ機会を提供することが必要である。また、

男女が、共に働き、共に子育てを行うというライフスタイルの選択を行
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いやすいよう、学校教育段階から、家事・育児やキャリア形成、両者の

両立について学ぶことができることが必要である。こうしたことを家庭

や地域でも学べることも重要である。あわせて、教育課程が修了した者

（社会人等）に対しても、適切な情報提供、普及啓発を行っていく必要

がある。なお、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、取組を進めていく必要がある。また、結婚や妊娠・

出産に関する教育・情報提供は、個人の自由な選択を可能にするという

観点から行うべきものである。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 妊娠適齢期や不妊、健康な体づくりを含めた妊娠・出産についての

医学的・科学的に正しい知識等の教育・普及啓発 

○ 結婚・妊娠・出産・子育てなどの暮らしと仕事の将来像を適切に設

計するための教育・普及啓発 

○ 家事・育児参加やキャリア教育を含めた教育・普及啓発 

 

【結婚】 

＜意義・現状＞ 

未婚化・晩婚化が少子化の大きな要因となっており、若い世代の結婚

の希望がかなう社会を実現する必要がある。平均初婚年齢は、１９９３

年から２０１３年の２０年間で、男性は２８．４歳から３０．９歳に上

昇し、女性は２６．１歳から２９．３歳に上昇している。また、３０代

前半の未婚率も、１９９０年から２０１０年までの２０年間で、男性が

３２．６％から４７．３％に、女性が１３．９％から３４．５％に、そ

れぞれ大きく増加している。特に、男性については、非正規雇用者の未

婚率が高い傾向がある（３０代前半では、正規雇用で３６．１％に対し、

非正規雇用では７０．５％（２０１３年））。 

 

＜施策の方向性＞ 

独身にとどまっている理由として、「適当な相手にめぐりあわない」
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「結婚資金が足りない」等を挙げる方が多いことから、若い世代の雇用

の安定、収入の低い者や不安定な者に対する結婚生活の経済的安定への

支援、適切な出会いの機会の提供・後押し、ライフデザインの形成への

支援等を通じて、若者の結婚の希望がかなうような環境を整えることが

重要であり、こうした取組が結婚時期の前倒しにもつながると考えられ

る。また、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ともに、そのような実感の持てる社会の実現

に注力する必要がある。 

さらに、共働き世帯が増加する中、女性の活躍と両立しながら、晩婚

化に歯止めをかけ、反転させていくことが必要である。男女が共に働き、

共に子育てできるよう、若い年齢での結婚、出産、子育てがキャリア形

成の大きな阻害要因にならないような人事・評価制度や両立支援が求め

られる。 

なお、結婚は、個人の選択に基づくものであることに留意しながら、

取組を進める必要がある。 

 

＜具体的な取組例＞ 

  ○ 結婚や子育て、家族形成に関するポジティブな情報発信 

○ ライフデザイン構築のための支援 

○ 若者の雇用の安定 

  ・新卒者等への就職支援やフリーター等の正規雇用化支援 

・就職準備段階から、就職活動段階、就職後のキャリア形成に至る

までの若者雇用対策の社会全体での推進 

・「正社員実現加速プロジェクト」の強力な推進による正社員化の

促進 

○ 地方自治体等による結婚支援と、その充実に向けた国の支援 

○ 共働きを前提とした施策等の検討 

○ 高齢世代から若年世代への経済的支援の促進 

○ 低収入者の経済的負担の軽減 
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【仕事】 

＜意義・現状＞ 

若い世代の経済的基盤が安定することが、結婚、子育てを安心して行

うことにつながる。正社員として働くことによる雇用の安定や、夫婦が

共に働き続けながら、安心して子育てができる環境の整備が重要である。 

 

＜施策の方向性＞ 

ライフステージの中で、仕事をする・しない、仕事をする場合、望む

タイミングで望む働き方ができるという個人の希望がかなうよう、環境

整備や支援が必要である。一方で、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。制度の充実や意識の改革などを通じてワ

ーク・ライフ・バランスが実現できる環境を整備することや、子供を持

ちながら働き続けたいと思うようなロールモデルを示していくことも

必要である。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 若者の雇用の安定（再掲） 

○ 妊娠・出産前後での継続就業支援と仕事と子育ての両立 

・長時間勤務の抑制 

・短時間勤務やテレワークなど柔軟な働き方の実現 

・育児休業制度の充実と休業からの円滑な復帰の支援 

    ・保育所等の整備による待機児童解消 

・放課後子ども総合プランによる「小１の壁」の突破 

・仕事と子育ての両立を後押しするための人事・評価制度の見直  

 し 

○ 女性の再就職、復職等支援 
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【妊娠・出産】 

＜意義・現状＞ 

第１子出産年齢が上昇（１９９３年の平均２７．２歳から、２０１

３年の平均３０．４歳に上昇）し、年齢や健康を理由に理想の子供数を

実現できないという方も多い。また、妊娠適齢期を過ぎてからの妊娠・

出産も増えているが、母体や子供へのリスクが高まることや、不妊治療

による妊娠・出産が増えている一方で、不妊治療を行ったものの、高齢

等の理由により、子供を授かることを断念せざるを得ない方も多いとの

指摘がある。

 

＜施策の方向性＞ 

妊娠・出産に関する希望がかなうよう、適齢期での妊娠・出産を行い

やすい環境を整備する必要がある。そのためには、妊娠と年齢の関係、

男性不妊、ライフスタイル、摂食障害、体重、喫煙などのリスクファク

ター等を含めた正しい情報提供を行い、また、個別の相談に対応するこ

とにより、子供を持つことを希望する方が適切に判断・行動できるよう

支援することが重要である。さらに、出産後の様々な情報を提供するこ

とで、産後への不安を和らげることも必要である。 

また、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。あわせて、妊産

婦の体と心の健康を支援するために、周産期の医療や支援体制の充実や、

妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援等が必要である。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識の教育・情報提 

  供と相談支援の充実 

○ 周産期医療の確保・充実 

 ○ 産休中の負担の軽減 

○ 「子育て世代包括支援センター」の整備 

  ・保健師等の専門職等が妊産婦等に対して総合的相談を行うととも
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に、必要なサービスをコーディネートし、切れ目のない支援を実

施する。 

  ○ 産後ケアの充実 

・産後ケアの充実と質の向上を図り、産婦の不安の払しょくや産後

うつへの対応を行う。母親の心の健康を確保するとともに、児童

虐待の防止にもつながる。 

 ○ 不妊治療への支援 

   ・不妊治療への支援も必要。ただし、３０代後半からではなく、よ

り早い段階からの利用を呼び掛ける方が効果は高まる。 

 ○ 健康な体づくり・感染症予防 

 

【子育て】 

＜意義・現状＞ 

子育ての環境が大きく変化する中、子育てへの不安・負担感や孤立感

が大きくなっている。 

 

＜施策の方向性＞ 

平成２７年４月から、子ども・子育て支援新制度を本格施行し、地域

のニーズを踏まえて、子育て支援を質・量ともに充実させるとともに、

待機児童の解消を図ることが必要である。 

また、地域全体での子育て支援が向上するためには、こうした行政の

取組に加えて、地域のＮＰＯや高齢者など、多様な主体による子育て支

援が充実していくことが必要である。さらには、祖父母等などからの子

育てへの支援が行いやすくなるよう、三世代同居・近居の促進や経済的

支援の円滑化を図る。 

理想の子供数を持たない理由としては、第３子以降に関しては、７１．

１％が「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を理由として挙げて

いる。このため、多子世帯に配慮しつつ、幼児教育や学校教育の費用を

含め、子育てに係る経済的負担の軽減に取り組む。また、女性が働きや

すい環境整備を進める中で、子育てからの視点にも配慮する。さらに、
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子育てに伴う経済的負担を緩和する上でも、継続就業が重要であること

から、男女の両立支援に取り組む。 

安心して子供を育てられるためには、小児医療や地域の安全が重要で

ある。また、課題を抱える家庭に対する相談や情報提供を含め家族の置

かれた様々な状況に適切に対応し、全ての子供の健やかな育ちを支援し

ていくことが必要である。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 子ども・子育て支援新制度の円滑な施行 

・きめ細かいニーズに対応した多様な育児支援の提供 

・地域のニーズを踏まえて、地域の子育て支援の質・量の充実

を図る（地域子育て拠点、一時預かり、病児・病後児保育等） 

・１兆円超の財源の確保が必要 

  ○ 「待機児童解消加速化プラン」の着実な実施 

     ・５年間で約４０万人分の保育の受け皿を整備し、平成２９年

度には待機児童解消を目指す。 

○ 「放課後子ども総合プラン」の着実な実施 

   ・平成２７年度からの５年間で約３０万人分の受け皿を確保し、

「小１の壁」を解消する。 

○ 地域の子育て、家庭教育支援 

・高齢者・ＮＰＯの活動支援 

・子育てに関する相談、情報提供支援 

○ 祖父母等による支援 

・三世代同居・近居の促進 

・祖父母等からの経済的支援 

○ 子育て・教育における様々な負担の軽減 

・児童手当 

・幼児教育の段階的無償化の取組 

・高校生等への修学支援 

・授業料減免や、奨学金事業の充実等による大学生等の教育費

負担の軽減
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○ 多子世帯支援 

第３子以降又は３人以上の子供がいる世帯など、多子世帯につい

ては、子育て、教育、子供部屋など住居等、様々な面での経済的負

担が大きくなり、それが第３子以降を持てない最大の理由となって

いることから、子育てに係る様々な負担について、特に多子世帯に

対して社会全体で支援する仕組みを充実させていくことが必要であ

る。このため、第３子以降を保育所等への優先入所の対象とするこ

との検討や、家計の教育費負担軽減策の充実などに取り組むととも

に、地方公共団体、企業、公共交通機関などの協力などによる配

慮・優遇措置が必要である。 

・子育て、保育、教育、住居等様々な面での負担の軽減 

・育児休業の充実など、両立支援の一層の推進 

・社会のあらゆるセクターによる多子世帯への配慮 

（子育て支援パスポート事業、公共交通機関での負担の軽減等） 

 

 

 

 

 

○ 男女の仕事と子育ての両立支援 

・育児休業の取得の推進及び復帰の支援 

・長時間勤務の抑制や短時間勤務など、ワーク・ライフ・バラン

スの推進 

・待機児童の解消など多様な保育サービスの充実 

 

  ○ 様々な家族・子供への支援 

・児童虐待対策 

・社会的擁護の充実 

・ひとり親家庭支援 

・子供の貧困対策 

・障害を持つ子供への支援 

フランス  ： ３人子供を持っていることを優遇する措置は出産休業、家族給付の

受給要件などさまざまな制度に見られる 

        大家族カード（子供を３人以上もつ家族を対象に交付。鉄道料金や

協賛企業の各種料金の割引等。） 

スウェーデン： 16 歳未満の子供に対する児童手当、妊娠手当、両親手当など、多

子に対する割増給付の制度あり 
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＜横串的な取組＞ 

 

【妊婦、子供や子育てに温かい社会・地域づくり】 

＜意義・現状＞ 

地域や職場、さらには周囲の様々な方が、妊婦や子供、さらには子育

てを温かく見守り、困っているときには、必要な手助けが行われること

が、安心して妊娠・出産・子育てができる社会につながる。妊娠・出産・

子育てに対する支援を制度面で充実し、必要な支援が行われるようにす

ることに加え、国や行政が妊婦や子供を応援しているというメッセージ

がしっかりと当事者や若者世代に届くこと、そして、生命を生み、育む

ことの大切さへの理解が社会全体に広がっていき、一人一人の意識・行

動が変わっていくことが必要である。 

 

＜施策の方向性＞ 

妊娠・出産・子育てについて職場での不利益な扱いが行われることな

く、積極的な支援が進むよう、「マタニティハラスメント」のガイドラ

インや「くるみんマーク」の周知を含め、関連労働法規の周知・遵守の

徹底を求める必要がある。 

さらに、実際に子連れで外出することの支障が少なくなり、より安心

して楽しく外出することができれば、負担を軽減し、子供を持つことの

楽しさを実感することにつながる。このため、ベビーカーマークの普及

や、乳幼児と一緒に出掛けることを支援する施設やサービスの拡充など

が重要である。 

また、災害、犯罪、交通事故等から子供を守るための取組も重要であ

り、普段からの関係者の連携した取組が、地域の安全の確保と子育て力

の向上につながる。 

＜具体的な取組例＞ 

○ マタニティハラスメントのガイドラインの周知徹底 

○ マタニティマーク、ベビーカーマーク、くるみんマークの普及 
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○ 妊婦に優しい施設や妊婦が外出しやすいまちづくりの検討 

○ 駅や小売店等を活用した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等の検討 

（子育て支援パスポート事業の全国展開） 

○ 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

子供を守る取組の推進 

○ 生命を生み、育むことの大切さへの理解を広げる取組 

 

【地域の実情に即した少子化対策】 

＜意義・現状＞ 

都市と地方など、地域により少子化の状況は様々である。また、結

婚、妊娠、出産、子育ては、人々の暮らしそのものであり、暮らしの

場である「地域」が、安心して子供を生み育てられる環境であること

が重要である。 

 

＜施策の方向性＞ 

実効性のある少子化対策を進めていくためには、地域が少子化対策

の主役であるとの視点をもって、地域の実情に即して施策を充実して

いくことが必要であり、基礎自治体が地域のニーズに即した取組を進

め、都道府県が基礎自治体の取組を支援するとともに、広域的な取組

を進め、国が、全国的な制度を構築するとともに、こうした地方自治

体の取組を支援することが重要である。また、「まち・ひと・しごと創

生」とも連携しながら、取組を進める必要がある。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 地域の実情に即した地方自治体の取組の支援 

○ 地方自治体の取組及び実情の「見える化」の推進 

○ 子ども・子育て支援新制度による地域の実情に即した子育て支援

の充実 
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○ まち・ひと・しごと創生の一環として、他の施策とともに行う少

子化対策の取組の推進 

 

【企業の取組】 

＜意義・現状＞ 

従業員の仕事と子育ての両立や若者世代の雇用の安定、地域の子育て支

援への参画・協力、顧客・利用者である妊産婦や子育て家庭への配慮など、

少子化対策を進めるに当たり、企業の果たす役割は大きく、企業との連携

は非常に重要である。また、少子化は産業界全体にとっても極めて深刻な

問題であり、個々の企業の少子化対策の取組を促していく必要がある。 

 

＜施策の方向性＞ 

少子化対策の取組の効果を企業内で検証する指標づくりを含めて、企

業の少子化対策や両立支援の取組の見える化を進めるとともに、表彰等

を活用しながら、企業が子育て支援に積極的になるようインセンティブ

を付与することが重要である。また、産業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。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 企業の少子化対策や両立支援の取組の「見える化」（次世代育成支

援推進法等の活用など） 

○ 企業の少子化対策等の取組の検証のための支援（企業子宝率など） 

○ 企業の少子化対策の取組（企業内の取組、企業外部）に対するイン

センティブ付与（表彰、公共調達等） 

○ 企業のワーク・ライフ・バランスや、経営者、管理職、現場職員の

意識改革：「イクボス」や「子育て」を尊重するような人事評価を

含む企業文化への転換  

○ 行政と企業の連携による子育て支援パスポート事業の推進 

○ 産業構造・企業活動の変化に対応した保育の充実 
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【男性】／【男女が共に働き、共に育てられる社会】 

＜意義・現状＞ 

男性の意識・行動は、出産への立会いの増加や「イクメン」にみられ

るように、若い世代では大きく変化しつつあるものの、まだまだ固定的

性別役割分担意識が社会全体に残る。 

 

＜施策の方向性＞ 

男性の長時間労働割合が高く、家事・育児への参画が少ないことなど

が、少子化の原因の一つとなっている。経営者、管理職の意識改革とと

もに、子供を持つ男性が、子育ての当事者としての意識を持ち、育児を

行うことが、女性の活躍の観点からも、少子化対策の観点からも重要で

ある。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 家庭の大切さについての意識啓発 

○ 男性の家事・育児参画の推進と必要な基礎能力の習得 

○ 男性の子育て力の向上 

○ 経営者、管理職の意識改革・人事評価（再掲） 

 

【働き方改革／ワーク・ライフ・バランス】 

＜意義・現状＞ 

結婚・出産・子育ての希望を実現する上で、仕事と子育てを両立でき

るような働き方が重要である。ワーク・ライフ・バランスは、働く人の

幸せにもつながるものであり、また、地域の活性化にもつながるもので

ある。 

 

＜施策の方向性＞ 

これが実現しない背景には、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。

また、ワーク・ライフ・バランスを考えるときには、単に勤務時間の長
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さのみを考えるのではなく、育児休業を含めた休暇・休業の取得のしや

すさ、子育て期における転勤への配慮、勤務時間に通勤時間も加えた仕

事による拘束時間等を含めて考えていく必要がある。 

 

＜具体的な取組例＞ 

○ 長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得の促進、短時間勤務の利用

の促進 

○ 企業トップへの働きかけや「イクボス」の取組 

○ 国の率先的取組 

○ 勤務地を限定した正社員制度の導入や配偶者帯同休業の普及を進

めるとともに、転勤の実態を把握した上で取組を進めていく。 

○ 経営者、管理職の意識改革・人事評価（再掲） 

 

【目標】 

 ○ 少子化対策の目標のあり方についてどう考えるか。 

 

【検証】 

 ○ 政策をどう評価・検証し、今後の政策につなげるか。 

 

【予算】 

 ○ 少子化対策予算をどう考えるか。 

 ○ 高齢者への給付とのバランスをどう考えるか。 

 ○ 予算や支援の「見える化」をどう考えるか。 
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