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結婚の希望の実現・ライフプラン教育について 

令和元年９月 11日 

内 閣 府 

 

１．少子化社会対策大綱（平成 27 年３月 20 日閣議決定）における記載（抜粋） 

 

Ⅱ 基本的な考え方 ～少子化対策は新たな局面に～  

（１）結婚や子育てしやすい環境となるよう、社会全体を見直し、これまで以上に少子化対

策の充実を図る。 

少子化は、個人・地域・企業・国家に至るまで多大な影響を及ぼす。 

これまで少子化対策は、主に子育て支援に重点を置いて推進してきた。本大綱は、従

来の枠組みを越えて、新たに、結婚や教育段階における支援を加えるとともに、社会全

体を俯瞰して、これまで以上に少子化対策の充実を図る。 

社会のあらゆる分野の制度・システムについて、結婚や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、見直していくことが必要である。 

（２）個々人が結婚や子供についての希望を実現できる社会をつくることを基本的な目標と

する。 

個々人が希望する時期に結婚でき、かつ、希望する子供の数と生まれる子供の数との

乖離をなくしていくための環境を整備し、国民が希望を実現できる社会をつくることを、

少子化対策における基本的な目標とする。 

こうした個々人の希望がかない、安全かつ安心して子供を生み育てられる環境を整備

することにより、希望する子供の数も増えていくことになれば、少子化の進展に歯止め

をかけることにつながる。 

もとより、個々人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりす

ることがあってはならないことに留意する。 

（３）結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない取組と地域・企業など社会

全体の取組を両輪として、きめ細かく対応する。 

少子化の進行は、未婚化・晩婚化の進行や第１子出産年齢の上昇、長時間労働、子育

て中の孤立感や負担感が大きいことなど、様々な要因が複雑に絡み合っており、きめ細

かい少子化対策を網羅的に推進することが重要である。 

妊娠・出産、子育て支援というこれまでの段階に加え、それ以前の段階である結婚や

教育への支援も含め、一人一人の各段階に応じた支援を切れ目なく行う。 

また、行政に加え、地域・企業など社会全体として少子化対策を進めていく上で、そ

れぞれの役割を一層果たすことができる環境を整備する。 

  

資料２－２ 
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Ⅲ 重点課題 

（２）若い年齢での結婚・出産の希望が実現できる環境を整備する。 

初婚年齢や第１子出産年齢の上昇、若い世代での未婚率の増加が、少子化の大きな要

因である。特に、非正規雇用労働者の未婚率は、男性では高い傾向にあり、若い世代の

経済的基盤を安定させることが重要である。 

また、若い世代は、結婚に対する希望が高いにもかかわらず、「適当な相手に巡り会わ

ない」などの理由で希望が実現できておらず、若い年齢での結婚の希望がかなう環境整

備が重要である。 

（経済的基盤の安定） 

若者の雇用の安定、高齢世代から若者世代への経済的支援を促進する仕組みの構築な

ど、若者の経済的基盤の安定を図る。 

（結婚に対する取組支援） 

適切な出会いの機会の創出・後押しなど、地方自治体、商工会議所などによる結婚支

援や、ライフデザインを構築するための情報提供などの充実を図る。 

 

Ⅳ きめ細かな少子化対策の推進 

（１）結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じ、一人一人を支援する。 

（結婚） 

結婚に関する希望を実現できるようにするためには、経済的基盤の安定や結婚に対す

る取組支援などに加え、結婚や子育てなどの喜びを実感できる環境を整備することが重

要である。 

子育て中の現役世代を社会全体でしっかりと支えるという姿勢を国民に示し、理解を

促すための結婚や子育てに関する情報発信の充実などにより、総合的な結婚支援の取組

を進める。 

 

（仕事） 

結婚、妊娠・出産、子育ての各段階のいずれにおいても、就労を望む場合に、望むタ

イミングで望む働き方ができるという希望がかなう環境を整備することが重要である。

また、若い世代が安心して働ける職場を新たに生み出すことも必要である。 

個々人の希望を踏まえた正社員化の促進や処遇改善、子供を持ちながら働き続けるこ

とができるロールモデルなどの提示、「地方創生」と連携した地域における雇用の創出

などを進める。 

 

（２）社会全体で行動し、少子化対策を推進する。 

（結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり） 

安心して妊娠・出産、子育てをする上で、妊娠中の方や子供連れで外出する際に生じ

る様々な支障を取り除き、外出しやすい環境を整備することが重要である。こうした環

境整備は、若い世代が妊娠・出産、子育てに対して前向きに考えることにもつながる。 
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マタニティマーク、ベビーカーマークの普及など、妊娠中や子育て時のバリアフリー化

を進めるとともに、地域において子供連れにお得なサービスを提供する取組の全国展開

などを行う。 

 

（企業の取組） 

少子化対策を推進するに当たり、企業の果たす役割は大きい。従業員が安心して結婚

し、子供を生み育てながら働き続けられる環境を整備するとともに、企業が地方自治体

やＮＰＯと連携して少子化対策に取り組んでいくことが重要である。 

「次世代育成支援対策推進法」などを活用し、企業の少子化対策や両立支援の取組の「見

える化」とともに、先進事例を他企業へ波及させるための情報共有を進める。また、表

彰の活用や、くるみんマーク等の普及などにより、企業が少子化対策に積極的になるイ

ンセンティブを付与する取組を進める。 

 

（施策の具体的内容） 

１．重点課題 

（２）若い年齢での結婚・出産の希望が実現できる環境を整備する。 

①経済的基盤の安定 

（若者の雇用の安定） 

 ○若者の就労支援 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の視点も含めた勤労観・職業観や

社会的・職業的自立に必要な能力等をはぐくむキャリア教育・職業教育、新卒応援

ハローワークにおける新卒者等の安定就労への支援、わかものハローワーク、ジョ

ブカフェ、地域若者サポートステーション、ジョブ・カード制度などによるフリー

ター・ニート等の正規雇用に向けた支援を実施するとともに、就職準備段階から、

就職活動段階、就職後の定着やキャリア形成に至るまでの若者雇用対策が社会全体

で推進されるよう、法的整備を行い、総合的かつ体系的な対策を推進する。 

○非正規雇用対策の推進 

・意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用へ移行できるようにするとともに、就

業形態にかかわらず、公正な処遇や能力開発の機会が確保されるようにするなど、

非正規雇用対策を推進する。 

 

（高齢世代から若者世代への経済的支援の促進） 

○結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の実施 

・父母・祖父母が子・孫に対し結婚・妊娠・出産・育児や教育に要する費用について

一括して拠出した場合、一定の限度額の範囲内で贈与税を非課税とすることにより、

高齢世代の保有する資産の若い世代への移転を促進し、若い世代を支援する。 
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（若年者や低所得者への経済的負担の軽減） 

○若年者や低所得者への経済的負担の軽減 

・若年でも所得が低くても、結婚して子供を持ちたいという希望を実現できるよう、

低所得者に配慮しつつ教育を含む子育ての経済的負担の緩和を図るとともに、低所

得の子育て世帯の入居に配慮した住宅の供給を引き続き促進する。 

 

②結婚に対する取組支援 

○地方自治体、商工会議所等による結婚支援の充実に向けた国の支援 

・地方自治体、商工会議所、企業等において行われている様々な結婚支援事業の更な

る充実が図られるよう、地方自治体の新たな取組への支援や、現行の結婚支援事業

の把握・分析及び先進的取組の事例紹介、ノウハウのあるＮＰＯ等民間との連携等、

地域等の実情に合った総合的な結婚支援事業の効果的な展開のための支援を行う。 

 

２．きめ細かな少子化対策の推進 

（１）結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じ、一人一人を支援する。 

①結婚 

（ライフデザイン構築のための情報提供等）     

○ライフデザイン構築のための支援 

・結婚、妊娠・出産、子育てなどのライフイベントや学業、キャリア形成などを含め

た人生設計を行うための教育・情報提供やコンサルティングなどを通じて、結婚・

出産・子育てや仕事との両立などに関する個人の希望を、より具体的かつ現実的な

計画として持つことができるよう支援を行う。その際、ライフデザインに関する標

準的な教材やプログラムについても検討を行う 

 

（結婚や子育てに関する情報発信の充実） 

○結婚や子育てに関する情報発信の充実 

・国と地方自治体が連携しながら、少子化の現状や取組、結婚や子育てに関する情報

について、分かりやすくかつ効果的な情報発信の充実を図る。 

○「家族の日」「家族の週間」等を通じた理解促進 

・多様な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、「家族の日」（11 月第３日曜日）

や「家族の週間」（家族の日の前後１週間）において、様々な啓発活動を展開し、家

族や地域の大切さ等について理解の促進を図る。国と地方自治体が連携しながら、

少子化の現状や取組、結婚や子育てに関する情報について、分かりやすくかつ効果

的な情報発信の充実を図る。 

○家族形成に関する調査・研究等 

・家族形成に関する調査・研究及び事例収集・分析を通じて、政策的対応に向けた検

討を行う。 
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④教育 

○学校教育段階からの妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識の教育 

・個人が将来のライフデザインを描き、妊娠・出産等についての希望を実現できるよ

うに、学校教育段階において、専門家の意見を参考にしながら、妊娠・出産等に関

する医学的・科学的に正しい知識を適切な教材に盛り込むとともに、教職員の研修

などを行う。 

・学校教育に加えて、家庭や地域での教育、婚姻届提出時や成人式などの機会を活用

した、教育課程修了後の社会人等に対する情報提供が行われるよう取組を進める。 

 

○性に関する科学的な知識の普及 

・思春期の人工妊娠中絶やＨＩＶ感染症を含む性感染症問題に対応するため、学校や

保健所等において、健康教育や電話相談等を行うなど性に関する科学的な知識の普

及を図る。 

 

○妊娠や家庭・家族の役割に関する教育・啓発普及 

・妊娠や不妊、家庭・家族の役割について早くから情報提供が行われるように啓発普

及を図る。特に、妊娠や家庭・家族の役割については、発達の段階に応じた適切な

教育の推進を図る。 

 

○キャリア教育の推進 

・社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通してキ

ャリア発達を促すキャリア教育について、ライフイベントを踏まえたキャリア教育

を含め、幼児期の教育から高等教育まで、発達の段階に応じて体系的に推進する。 

 

⑤仕事 

○ロールモデルの提示 

・ライフステージの中で、就労する・しない、子供を持ちながら働き続ける、ある

いは、地域で活躍を続けるなど様々なロールモデルの提示を推進する。 

○地域における雇用の創出 

・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、若い世代の安定した雇用を生み出

す力を持った地域産業の競争力強化に取り組むとともに、魅力ある職場づくり

や、労働市場環境の整備に取り組み、労働市場の質の向上を図ることにより、地

方における安定した雇用を創出する。 

 

（２）社会全体で行動し、少子化対策を推進する。 

① 結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり 

（好事例の顕彰と情報発信） 

○学校・家庭・地域における取組の推進 
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・学校・家庭・地域において、生命を尊ぶことや男女が協力して家庭を築くことの重

要性や、保育体験や乳幼児とのふれあい体験を含め、子育てに対する理解を広める

取組を推進する。 

 

（国民の理解の促進） 

○少子化対策についての国民への情報発信 

・結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくりに向けた少子化対策を進めることに

より、社会や人々の暮らしがどのように変わるか等について、分かりやすく国民に

情報発信を行い、少子化対策への国民の理解を促進する。 

 

（数値目標） 

 

項目 目標 大綱策定時の直近値 現状 

結婚、妊娠、子供・子育てに温

かい社会の実現に向かってい

ると考える人の割合 

50％ 19.4％（2013 年度） 

※１ 

45.2％（2019 年） 

若者（20～34 歳）の就業率 78％（2020 年） 76.0％（2014 年） 81.5％（2018年 10 月） 

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 

全ての世代と同水準

をめざす（2020 年） 

15～34 歳：92.7％ 

全世代：93.7％ 

（2014 年） 

15～34 歳：96.0％ 

全世代：95.4％ 

（2018 年 7～9月期） 

フリーターの数 124 万人 （2020 年） 179 万人（2014 年 12

月） 

152 万人（2017 年） 

ジョブ・カード取得者数（累

計数） 

300 万人（2020 年度） 123 万人（2014 年 12

月） 

208.3 万人（2018年 10

月末） 

結婚希望実現指標 ※２ 80％（2020 年） 68％（2010 年） 68％（2015 年） 

結婚・妊娠・出産・子育ての各

段階に対応した総合的な少子

化対策を行っている地方自治

体数 ※３ 

70％以上の市区町村 243（14％）の市区町村

（2014 年末） 

延べ 406（24％）の市

区町村（2015 年 10 月

末） 

妊娠・出産に関する医学的・

科学的に正しい知識について

の理解の割合 

70％（2020 年） 34％（2009 年）※４ － 

※１ 内閣府が実施した 2013 年度「少子化社会対策の大綱の見直しに向けた意識調査」において、「安心して妊娠・出産
できるような社会」の達成度について「そう思う」と「ややそう思う」と回答した者の割合。 

※２ 結婚の希望（既に希望を実現したと考えられる有配偶者を含む。）と、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の期間
（５年間）経過後の結婚の実績の対比を指標として設定。具体的には、「調査時点より５年前における、18～34 歳の人口
に占める有配偶者の割合と５年以内の結婚を希望する者の割合の合計（A）」に対する「調査時点における 23～39 歳の人
口に占める有配偶者の割合（B）」の比率（＝B／A）を算出。 

※３ 内閣府の地域少子化対策強化交付金を活用し「結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援」を実施することが決定
している地方自治体数。 

※４ 2009 年から 2010 年にかけて Laura Bunting, Ivan Tsibulsky, and Jacky Boivin が実施した妊娠・出産に関する
知識に関する国際調査における日本人の正答率であり、18 歳から 50 歳であって、結婚しているか同棲中であり、半年
以上妊娠を希望しているが妊娠していない者（男女）を対象に実施したもの。"Fertility knowledge and beliefs about 
fertility treatment: findings from the International Fertility Decision-making Study" Human Reproduction, 
Vol.28, No.2 pp. 385–397, 2013 より。 
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２．少子化克服戦略会議提言（平成 30 年６月４日決定）における記載（抜粋） 

 

III. 少子化克服に向けた具体的な対応方針 

４．結婚、妊娠、出産段階から切れ目なく支援する 

 

子育て支援の充実を通じて、「子育て」に対して抱く不安感が軽減され、明るい展望が持てるよう

になれば、将来的な出生率の上昇にもつながることが期待できる。他方で、人生の選択肢が多様化

し、晩婚化・晩産化が進展していることを踏まえると、結婚、妊娠、出産の全ての段階において切れ

目のない支援を展開する必要がある。 

 

（１）結婚の希望の実現を支援する 

結婚支援に当たっては、その希望を持っている人を対象とするものであり、価値観の押し付けにな

らないよう最大限留意しながら、若者の都市部への流出に悩む地方を始めとする各地域において、自

治体の枠組みを超えた広域的な取組も含め、「出会いの場」の提供支援を展開していく必要がある。

その際、コミュニケーションに不安を持っていたり、自分が傷つくことに不安を持つ若者の特徴にも

配慮の上、ＩＴなども活用しつつ、きめ細やかなサポートを行う必要がある。 

また、人生の選択肢が多様化する中で、結婚、妊娠、出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデ

ザインを希望どおり描けるよう、あらかじめ知っておくべき知識や情報を、様々な教育段階で学ぶ機

会を提供していくことも重要である。 

 

＜具体的に考えられる施策の例＞ 

◆ＩＴなどを活用したきめ細やかな「出会いの場」の提供支援を展開するとともに、広域化に向けた取

組を強化する。 

◆結婚、妊娠、出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデザインを希望どおり描くためのキャリア教

育、ライフプランニング教育の一層の充実を図る。     等 
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（参考） 
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○健康な生活を送るために（高校生用）（平成 18年３月初版発行、平成 29年 3 月第３次改訂版発行） 

 

○高校生のキャリア形成支援教材「高校生のライフプランニング」（平成 30 年 11 月公表） 

 


