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少子化社会対策大綱の推進に関する検討会（第１回） 

議事次第 

 

 

日 時：令和３年６月４日（金）16:30～18:00 

場 所：中央合同庁舎第８号館８階 府議室 

（オンライン開催） 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）検討会の運営について 

（２）検討会における今後の議論の進め方について 

（３）各省からの説明 

 

３．閉 会 
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【出席者】 

 

（構成員） 

 天野 馨南子 ニッセイ基礎研究所生活研究部人口動態シニアリサーチャー 

 駒村 康平 慶応義塾大学経済学部教授 

榊原 智子 読売新聞東京本社教育ネットワーク事務局専門委員 

佐藤 博樹 中央大学大学院戦略経営研究科教授 

前田 正子 甲南大学マネジメント創造学部教授 

松田 茂樹 中京大学現代社会学部教授 

村上 芽 日本総合研究所創発戦略センターシニアマネジャー 

 

（内閣府） 

坂本 哲志 内閣府特命担当大臣（少子化対策） 

山﨑 重孝 内閣府事務次官 

別府 充彦 内閣府審議官 

嶋田 裕光 子ども・子育て本部統括官 

藤原 朋子 子ども・子育て本部審議官 

泉 聡子 子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当） 

池上 直樹 子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当） 

 

（厚生労働省） 

小澤 時男 子ども家庭局総務課長 

 

（文部科学省） 

郷家 康徳 総合教育政策局地域学習推進課家庭教育支援室長 
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○藤原審議官 定刻になりましたので、ただいまから「少子化社会対策大綱の推進に関す

る検討会」、第１回会議を開催いたします。 

 本検討会の座長につきましては、坂本大臣より、佐藤博樹先生との御指名がございまし

た。早速ですが、進行を佐藤座長にお願いしたく存じます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 坂本大臣から御指名をいただきました、佐藤です。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、検討会を始めさせていただきます。 

 初めに、この検討会の主宰者である坂本大臣より、御挨拶をいただきます。 

 坂本大臣、よろしくお願いいたします。 

○坂本大臣 坂本でございます。検討会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 まず、皆様には、構成員に御就任をいただき、また、大変お忙しい中御参加をいただき、

誠にありがとうございます。 

 先ほど、厚生労働省から、昨年2020年の人口動態統計の概数が公表されました。それに

よれば、昨年、2020年の出生数は84万0,832人となり、前年と比べて２万4,407人減少し、

過去最少であります。そして、合計特殊出生率は1.34となり、前年と比べて0.02低下いた

しました。 

 我が国の少子化の進行は深刻さを増しており、危機的な状況であると受け止めておりま

す。 

 また、同じく、2020年の婚姻件数は52万5,490組となり、前年と比べて12.3％減少し、戦

後最少となりました。さらに、妊娠届出数は4.8％減の約87万件と過去最少となっており、

これらは少子化の傾向が中期的にも続くことを示唆しています。 

 新型コロナウイルス感染症による少子化の傾向は世界的にも指摘されていますが、我が

国におきましても少子化の進行が加速しかねない状況であります。 

 少子化の原因といたしましては、未婚化・晩婚化の進行や夫婦の持つ子供の数の減少等

があります。その背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因

が絡み合っています。このため、１つの施策にのみによって少子化が劇的に改善すること

はありません。総合的な少子化対策を丁寧に進めることにより、個々人の結婚、妊娠・出

産、子育ての希望の実現を阻む隘路
あ い ろ

を一つ一つ打破し、個々人の希望がかなう道を拓
ひら

いて

いく必要があります。 

 政府では、このような考え方のもと、昨年５月に策定いたしました、第４次となります

少子化社会対策大綱に基づきまして、「希望出生率1.8」の実現に向けまして、ライフステ

ージごとに施策を整理し、その具体化に取り組んでいます。 

 具体的には、地方公共団体による総合的な結婚支援の取組など、結婚支援。そして不妊

治療への支援など、妊娠、出産への支援。さらに待機児童の解消のための「新子育て安心
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プラン」の実施や、男性の育児休業の取得促進など、男女共に仕事と子育てを両立できる

環境の整備。さらには地域・社会による子育て支援、そして経済的支援など、新型コロナ

ウイルス感染症を踏まえた取組も含め、ライフステージに応じた総合的な少子化対策に取

り組むこととしています。 

 一方、施策の効果的な推進を図り、より実効性のある少子化対策を総合的に進めるため

には、少子化対策のPDCAサイクルを適切に回すことで、施策が着実に進んでいるか把握を

し、総合的な施策を的確に進めていくことが必要です。 

 こうした考え方のもと、大綱における施策について、進捗状況等を検証・評価し、必要

な見直しにつなげるPDCAサイクルを適切に回すため、このたび、少子化対策に造詣が深く、

様々な専門分野において幅広い知見をお持ちの有識者の皆様に御参加をいただき、本検討

会を開催することといたしました。 

 このような仕組みは、従来の大綱にはなく、現行大綱で初めて導入する仕組みでありま

す。繰り返しになりますが、少子化対策の要諦は、個々人の結婚、妊娠・出産、子育ての

希望をかなえる道をどのように切り拓
ひら

いていくかにあります。 

 本検討会での検証・評価を通じ、施策の効果的な推進、実効性のある少子化対策につな

げることができるよう、是非、忌憚
き た ん

のない活発な御議論をいただきますよう、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 本日は、ありがとうございます。 

○佐藤座長 坂本大臣、ありがとうございました。 

 続きまして、本日、御参加いただいています構成員の皆様を御紹介したいと思います。 

 後ほど、自己紹介を含めて、それぞれの構成員の方に少子化対策の進め方について御意

見を伺う時間を設けていますので、まずは、お手元の資料１の別紙にございます名簿に基

づいて、所属とお名前だけ紹介させていただきます。 

 まず、座長を務めさせていただく、中央大学大学院戦略経営研究科教授の佐藤博樹です。

よろしくお願いいたします。 

 ニッセイ基礎研究所生活研究部人口動態シニアリサーチャーの天野馨南子委員です。 

 慶應義塾大学経済学部教授の駒村康平委員です。 

 読売新聞東京本社教育ネットワーク事務局専門委員の榊原智子委員です。 

 甲南大学マネジメント創造学部教授の前田正子委員です。 

 中京大学現代社会学部教授の松田茂樹委員です。 

 日本総合研究所創発戦略センターシニアマネジャーの村上芽委員です。 

 皆様、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１つ目の議題である「検討会の運営について」に入りたいと思います。 

 まず、この検討会の開催の趣旨と運営について確認したいと思いますので、事務局から

説明をお願いいたします。 

○泉参事官 本検討会の趣旨につきまして、資料１の方を御覧いただければと思います。 



6 

 

 資料１の１ポツの趣旨にございますように、少子化社会対策基本法に基づき策定されま

した少子化社会対策大綱における施策について、進捗状況等を検証・評価し、必要な見直

しにつなげるPDCAサイクルを適切に回すため、本検討会は開催することとなっております。 

 昨年５月に閣議決定されました現行の大綱におきまして、本大綱の施策について進捗状

況等を検証・評価し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクルを適切に回していくとともに、

政府全体として有識者の皆様の意見を聞きつつ、施策の進捗状況等を検証・評価するため

の体制を構築することとされたことを受けまして、今回、大臣決定により開催することと

したものでございます。 

 構成員や庶務につきましては、資料記載のとおりでございます。 

 ４ その他としまして、検討会の運営に関する事項は、座長が定めることとされており

ます。 

 続きまして、資料２の方を御覧いただければと思います。 

 先ほどの４ その他を受けまして、本会議の運営につきまして、座長の決定案というこ

とでお配りしております。 

 １．は会議の公開についてです。会議は原則として公開するとしております。 

 次に、会議の議事につきまして、議事録は構成員の皆様にお諮りした上で、これを公表

することとしております。 

 ２．配布資料の公開についてです。会議で配布された資料は会議終了後、速やかに公開

するとしております。 

 ただし、座長が公開することにより支障があると認める場合には、資料の全部又は一部

を非公開とすることができるとしております。 

 事務局からの説明は、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。 

 検討会の最初に、運営について決めないと進めませんので、一応、事務局からは、資料

２の運営について案が出ていますが、これでよろしいでしょうか。 

（賛成の意思表示あり） 

○佐藤座長 それでは、御提案いただきました資料２に沿って運営をさせていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題２、今後の議論の進め方です。 

 本検討会の趣旨は、先ほど事務局より説明がありましたが、私の方で検討会の趣旨を踏

まえて、検討会のミッションや議論の進め方について、資料の３のように、取りあえず、

まとめさせていただいています。 

 次回以降取り上げるテーマについては、個別具体的に御提案、御意見のある方は、この

後、自己紹介を踏まえて御説明いただきますが、資料３を見ていただきますように、少子

化社会対策大綱の進捗状況について現状を評価し、その検証・評価を行う、これが１つで

す。 
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 もう一つは、検証・評価を踏まえて、より実効性のある少子化対策を進める上で、新し

く出てきた課題、今回で言えば、コロナ禍の影響などが入るかと思いますけれども、そう

いうものを踏まえて、少子化対策のさらなる充実・強化に向けた見直しを行う。 

 そういう意味では、今回は少子化社会対策大綱の進捗を検証・評価する。これが一番大

きな柱で、それと、新しい課題が出てくれば、それを踏まえて充実・拡充の議論をすると

いうことになります。 

 先ほど大臣からもお話ありましたように、少子化社会対策大綱、これまでも作られてい

ますけれども、計画期間中に、その評価を進めるという仕組みは今回初めてになります。

そういう意味では、その辺、よろしくお願いしたいと思います。 

 具体的な検討テーマは、今日これから、後で皆さんにプレゼンをいただく内容を踏まえ

て、事務局の方で御検討いただくとしたいと思いますが、一応、テーマの例としては、少

子化対策の場合は、基本的には国民が出会い、結婚をそれぞれが決定し、子供を持ちたい

と思えば、子供を持つ。持った方が子育てしやすいように、もちろん子育てだけではなく、

それぞれが希望する生活なり、キャリアが実現できる、そういうことがすごく大事であり

ますので、そういう意味では、ライフステージに沿った結婚支援、妊娠・出産への支援、

あと両立支援、あるいは地域の子育て支援、経済支援、こういうことが基本的なテーマに

なるかなと思います。 

 それと、新型コロナウイルス感染症の影響等あるいは地方創生等、横断的なテーマにつ

いても取り上げるということを想定させていただいています。これは案でありますので、

具体的な中身については、皆さんの御意見を伺いながら決めていければと思います。 

 当面のスケジュールは、今日が第１回ということですが、それ以降、３か月に１回程度

開催し、2022年夏頃に中間取りまとめを行いたいと考えています。 

 別紙２のところにスケジュールを書かせていただいていますが、今日は第１回ですけれ

ども、各論は、先ほどお話しましたように、皆さんの御意見を踏まえながら事務局で少し

整理していただいてと考えています。 

 一応、今のような進め方、中身についてはこれからでありますけれども、大きな進め方

としては、こういうふうに考えていますが、この全体の進め方について御意見があれば、

今、伺っておければと思いますが、いかがでしょうか。内容については、この後です。 

 松田さん、お願いします。 

○松田委員 ありがとうございます。 

 全体の進め方につきまして、異論はありません。しかしながら、新型コロナウイルスの

若者、そして、結婚、妊娠・出産への影響は余りに甚大ですので、先ほど坂本大臣からも

御説明がありましたとおり、この話は、是非各回全て、もしくは、ある程度集中したどこ

かの回を設けていただいて、必要な対策があるかということの視点で、そうした議論がさ

れてもよいのかと思いました。 

 以上です。 
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○佐藤座長 ありがとうございました。 

 事前にペーパーを出していただいている資料の中にも、その辺が大事だと考えられてい

る委員の方もいらっしゃいますので、それは踏まえて進めたいなと思いますが、具体的な

大枠の進め方について、本当に大枠だけれども、中身はこれからになりますが、よろしい

でしょうか。 

（賛成の意思表示あり） 

○佐藤座長 それでは、大枠はこういうことで、もちろん柔軟に皆さんの御意見を踏まえ

て調整していきたいと思います。 

 それでは、大枠の進め方については御了解いただいたということで進めさせていただけ

ればと思います。 

 それでは、先ほど御説明しましたように、今日は第１回ということですので、この検討

会のミッションを踏まえながら、皆さんが、この検討会でどういう議論をしてほしいか、

いろいろ御意見があるかと思いますので、自己紹介と、そのことを含めてお話しいただけ

ればと思います。 

 それで、そうは言いながら、５時半頃から各府省をお呼びしてお話を伺うというのが入

っていますので、すみませんが、自己紹介とプレゼンは５時半ぐらいまでと考えています。 

 それで、一応、資料も出していただいている委員の方が多いですので、３分程度で一巡

目は御説明いただいて、言い残したことがあれば、二巡目とさせていただいて、５時半頃

までで、今日はやれればいいなと思います。無理なお願いですが、すみません、そういう

形で進めさせていただければと思います。 

 それでは、まず、最初、今日は１回目ということですので、名簿順でプレゼンをしてい

ただければと思います。 

 それでは、最初に天野委員からお願いいたします。 

○天野委員 天野でございます。よろしくお願いいたします。 

 私、今日は、発表等はございませんので、自己紹介に簡単な資料を御用意しております。 

 内閣府の方から皆様のお手元に行っているかと思います。画面でも共有をさせていただ

きたいと思います。 

 私は人口動態統計を分析することをこの４年ぐらい続けてきておりますので、そこから

見られる統計的な知見を皆様に御紹介できればと思います。統計的に見た少子化における

問題点を皆さんに共有させていただいて、一緒に考えさせていただければと思っています。 

 私の研究分野は、人口動態に関する諸問題で、特に少子化対策です。またこれに関連し

たテーマとして東京一極集中の動向を追っています。若い女性の東京一極集中が男性を超

えて、2009年から加速しております。このことから、その背後にある女性活躍推進もテー

マにしております。 

 少子化統計自体が、誤解が非常に多く、例えば、合計特殊出生率が1.5だと、「夫婦が持

つ子供の数が1.5」と、影響の大きいマスメディアの方でさえもが誤った解釈をしてしまう
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現状がありますので、まずは少子化統計をきちんと理解いただくにはどうしたらいいかが

大きな課題です。 

 自治体と国の統計では、合計特殊出生率の捉え方というのは統計上の解釈が全く違うの

ですけれども、それさえも御理解されていないままに単純比較を行う自治体が非常に多い

ので、この弊害をどうしたらいいかということを、今後、皆さんと御相談させていただき

たいとも思っております。 

 やはり、次世代の人口が再生産されるためには、カップリングというのが最上流にきて、

その後に、妊娠、出産、そして、産まれた子供が健やかに成人を迎えて、またカップリン

グする、というサイクルが必要なのですけれども、スタートにある婚姻数の大激減が起こ

っているというところを、見過ごされている、軽視されているエリアが非常に多いので、

これをどう気が付いていただくかも課題です。 

 日本の少子化を統計的に簡単に説明いたしますと、出生数は1970年から2019年の半世紀

弱で、45％にまで減ってきています。同時並行的に、初婚同士の婚姻数も実はほぼ同率の

48％に減っています。この2データは統計的に計算しても相関係数が0.9を超える非常に強

い相関を持っております。 

 一方、再婚者が増加しておりますが、再婚者が増加すればするほど、再婚割合が増えれ

ば増えるほど、出生数が減るということも相関分析からわかっております。つまり、総婚

姻数と出生数の推移だけを見てしまうと、一見分かりにくいのですけれども、初婚同士激

減のところに手を打つ、つまり出生数にプラスの強相関をもち、さらには同率で激減して

いる現象について、どうしたらいいかということを皆さんと御相談できればと思っており

ます。 

 私の主な研究活動ですけれども、内閣府の地域少子化対策重点推進交付金事業の事業選

定有識者委員を2017年からさせていただいております。 

 また、愛媛県法人会連合会の結婚支援関連データアドバイザー業務を4年にわたりお受け

しております。 

 佐賀県は、今年から御依頼をいただきまして、子育てし大県”さが”データ活用アドバイ

ザーという立場で、少子化対策策定のためのアンケート調査の設計などをお手伝いさせて

いただいています。 

 データばかり見ていて、現場のことは全く分からないということにならないよう、昨年、

コロナ禍を逆手に取りまして、全国の結婚支援に関心が高いメディア関係者、自治体結婚

支援員など、配布資料のピンク部分の中に表示されている皆様と一緒に、毎月情報交換会

を実施しています。北は宮城県から南は沖縄県まで、広いエリアの現場の皆様と、一体現

場では何が問題になっているのかということを情報交換し、現場の声を基に、もう一回デ

ータ解釈を強化する作業を繰り返しております。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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○佐藤座長 ありがとうございました。 

 少子化の要因は、いろいろありますけれども、やはりカップリング、新しいカップルが

生まれるということがすごく大事だというお話だったかと思います。 

 それでは、続きまして、駒村委員、お願いいたします。 

○駒村委員 駒村でございます。 

 皆様のお手元には資料が行っているかと思いますので、それを見ていただければと思い

ます。 

 簡単に自己紹介を兼ねてになりますが、最近は、ファイナンシャル・ジェロントロジー

という研究を進めています。関連分野として脳神経科学や神経経済学です。 

 人間の置かれた状況、ストレスなどが神経的な部分や脳の部分にどういう影響を与えて、

それが、どういう経済行動に影響を与えるかという分野になります。 

 関連して子供と家族が置かれている環境に非常に注目を置いて研究をしているところで

ございます。 

 子供の数が増えていく、健やかに育っていくというのは、当然ながら家族の方がきちん

とした環境の下で生活ができているというのが前提だろうということになります。 

 ２ページ目を見ていただければ、そういうことをまとめたわけでございますけれども、

家族を支援するということが、結果的には出生率の回復につながるのだろうと思っており

ます。コロナの下で、家族を巡る環境というのはさらに悪化していて、このポストコロナ

社会で、その後遺症というのが今後残るのではないかというのを大変心配しているところ

でございます。 

 資料には逆境経験、子供のうちに様々な逆境は、どういう逆境がある。また生まれたと

きの低体重出生児や被虐待児童も増加しています。乳児の死亡率、これも後でデータを見

たいと思います。 

 低体重出生児の増加は、高齢出産の増加もあるが、お母さんの直前の就労状態あるいは

ストレス状態にいろいろ影響があると言われている。体重が小さく生まれてきた、そのと

きだけの問題ではなくて、人生にわたって深刻な影響を与えると、そういったこと自体が、

また、親の負担を重くして、出生率を下げていくのではないかと。 

 さらに、逆境経験というのは、世代間連鎖をしている可能性もあるということです。 

 提案としては、やはり家族が幸せに暮らせる社会と、様々な政策を行うときに、家族、

例えば、労働者でもあるわけで、生活者でもあるわけですけれども、規制緩和などが、生

活者としての家族に負担をかけていないのかということで政策評価をしていく必要がある

のではないかと思っております。 

 あとは、データで３ページ目をお願いいたします。 

 虐待の方が次のページでありますけれども、これも御案内とおり、被虐待児が非常に増

えてきているというのは御案内のとおりで、これも、例えばアメリカの研究などでは、母

親、特にシングルマザーの場合は、失業率との相関関係が強いとか、そういう研究もござ
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いますので、経済問題によるストレスが家族の抱える問題は出ているのではないかと思い

ます。 

 次のページ、これは乳児死亡率です。日本はかなり改善してきているというのが常識的

な部分でありますけれども、東京大学研究班の推計によると、親の職業によって、この乳

児の死亡率にかなりの差が出てきていると。 

 この無職の部分などを見ていただくと、かなりの上昇率になっていますし、一般世帯に

比べると、６倍、７倍という高い死亡率になっていると。せっかく生まれてきた子供をい

かに大事にするのかということも必要な政策で、そういう無職の親がどういう課題を抱え

ているのかというもの、きめ細かく対応しないと、出生率は回復しないのではないかと思

います。 

 ２歳未満のネグレクトとか、人生にどういう影響を与えるのかという経験です。子供の

ときの記憶のない頃の経験というのが子供の育ちに一体どういう影響を与えるのかという

研究があります。ネグレクトはかなり深刻な影響をもたらします。加えて現下のコロナの

逆境が、子供たちにどう影響を与えるのかというのは慎重にモニターしていかないといけ

ないと思います。 

 これは、子供時代の逆境経験、虐待を受けたとか、親と離別したとか、そういった様々

な逆境経験が将来大人になったときにどういう問題を引き起こしているのか見ますと、喫

煙とか肥満とか運動不足、あるいは自殺未遂、うつ症状と、こういったものに大きく影響

を与えてくるという研究も出ているわけでございます。 

 子供のときの逆境経験というのは、様々な子供の問題行動につながり、最終的には大人

になって、その後の問題のある不適切な行動にもつながっていくということもございます

ので、そういう意味では、親の負担が過重にならないように、良好な成育環境を全ての子

供に保障する、そのことが結果的には出生率の回復につながるのではないかと思います。 

 私は、大学で教えておりまして、今、低所得の家の子供を中心にお話ししましたけれど

も、20代で入ってきた学生、これは、所得階層は関係なく心の問題を抱えている学生も増

えてきているという実感です。類似の指摘は、サンデルも新しい本も、そういう指摘があ

ります。家族が抱える様々な課題というのを中心に議論できればと思います。 

 ありがとうございます。以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 子供が生まれればいいわけではなくて、その後の育ちというのはすごく大事で、子供が

いい環境で育っていけるというためには、親の幸福というのはすごく大事だということで、

そういう好循環であれば、また、子供を持とうということにもなるのだろうというお話だ

ったと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、榊原委員、お願いいたします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 
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 今日は、このような機会を坂本大臣と一緒に持たせていただけて大変感謝しています。

１枚のスライドをお送りしたので、画面共有お願いできますか。１枚に詰め込んだため文

字が小さいので、画面を大きめに出していただけたら有り難いです。ありがとうございま

す。 

 読売新聞で記者を30年ちょっとしてきました。社会保障や少子化対策、子ども・子育て

支援などの分野で主に取り組んできて、第４次少子化社会対策大綱の検討に参加させてい

ただきました。 

 2004年に策定された第１回の検討会も参加させてもらい、当時は若いママの１人として

の参加でしたが、以来、大綱を踏まえて政府が取り組んでこられた施策の積み重ねを見て

きました。そして、スライドの一番上に書いた言葉が申し上げたいメッセージになります。

少子化対策として25年以上も取り組んできたのに、なぜ、日本では成果が出せていないの

か。いろいろな政策を時々に加えていく積み上げ方式で、効果が出せなかったのではない

か。そこから抜け出す方策を考えることが必要なのではないか、ということです。 

 大綱の検討会でも同じことを申し上げ、施策のPDCAや調査・研究、つまり科学的アプロ

ーチを取り入れる必要があるということを指摘しました。そうした点が大綱に入り、うれ

しく思っています。 

 私は政治分野と生活情報分野の取材を長くやってきて、政策立案の場と当事者の場の隔

たりが最も大きいのが、この子ども・子育ての分野ではないかと感じてきました。この隔

たりの大きさを埋めるために、政策決定の場に子どもや子育ての分野にかかわる女性や若

者が増えることも大事ですが、データや調査研究などの科学的アプローチでギャップを埋

めることも必要だと思います。 

 2015年度から消費税財源を投じた新しい子育ての政策、子ども・子育て支援新制度が始

まり、保育・幼児教育の制度が刷新されました。ところが、この制度が始まった2015年度

に、ブログで「保育園落ちた、日本死ね!」という怒りの発信があり、同じく保育所に入れ

なかった人たちから猛烈な抗議運動が起きました。 

 子ども・子育て支援新制度は、市町村が事前に地域の保育ニーズを調査して、それを支

援事業計画に反映することを求めていたはずだったのに、なぜニーズとの乖離
か い り

が起きてい

たのか。関係者から、事前調査の扱い方に課題があったためではないかと聞きました。把

握されたニーズ調査の数値を下方修正するなど、人為的な運用をした自治体もあって、新

制度が始まってもなかなか保育不足は解消されない事態を招いたのだと理解しました。 

 また、政策効果を高めるためには、現実に起きている問題を適切に把握することが前提

となりますが、子ども・子育ての分野ではデータも調査も乏しく、報道しようにも科学的

な根拠がなくて困ることがままあります。例えば、妊婦健診の補助や出産育児一時金は拡

充されましたが、医療現場では追加検査や自由な価格設定が可能なため、かなりの自己負

担が生じていて、妊産婦の負担になっていると聞きます。でも、全国調査のデータもなく、

未受診妊婦、飛び込み出産、出生当日の虐待死亡事例のような重大な問題も後を絶たない
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のはなぜか、どんな対策が必要なのかもわかりません。 

 出産費用を支援する一時金は42万円が健康保険から出ていますが、首都圏では42万円で

産める医療機関はまれで、出産に70～100万円かかる病院が普通だと聞きますが、データは

ありません。この自己負担の重さが妊娠・出産にどのような影響を与えているかの調査も

ありません。妊娠・出産・育児のプロセスのどこに支援の不足があるのか、科学的な分析

が不足しています。 

 先日、自民党の若手勉強会で、ニュージーランドの妊娠・出産支援の取組として「マイ

助産師制度」が紹介されていました。こうした「マイ助産師制度」を日本でも広げようと

活動するグループは、日本のお母さんたちには出産にトラウマを持つ人が非常に多い、と

指摘しています。ニュージーランドのような、妊娠中からの伴走型の温かいサポートがな

いため、出産後に病院でぽつんと放っておかれた、つらかったというような話が多く出て

くるそうです。 

○佐藤座長 榊原さん、ちょっとあれなので、あと30秒ぐらいでまとめていただいて、大

体データを読めば分かるので。 

○榊原委員 失礼しました。妊娠・出産・育児にかかわるデータ、当事者側からの制度政

策に対する満足度の調査や研究、政策の効果検証といったことが今後、必要であろうとい

うように考えています。長くなって申し訳ありません。 

 以上です。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 今回、大綱の評価ということですけれども、確かに、これまで少子化対策、25年とあり

ますけれども、取り組んできた中で、効果上げたもの、なかなかうまくいかないもの、そ

の辺も踏まえながら、今回、検討するということが大事かなと思います。 

 もう一つは、政策が幾ら立派でも、本当に必要な人に届いているかどうかということも

大事なのかなと、伺っていて思いました。 

 それでは、前田委員、お願いいたします。 

○前田委員 それでは、また、私もパワポを作っておりますので、共有をお願いします。 

 資料を共有していただく前に、自己紹介させていただきますと、私も、実はちょうどエ

ンゼルプランプレリュードが始まった94年から、働く母親として民間企業に勤めておりま

して、90年代に人口問題審議会に呼んでいただき、保育園に入れなかった苦労などをお話

しさせていただいたことが、少子化問題に関わるようになった発端でございます。 

 その後、2000年代に横浜市の副市長を拝命いたしまして、医療と福祉と教育を担当いた

しまして、こども青少年局を立ち上げました。 

 今、こども庁の議論も始まっておりますけれども、子供の関係は、福祉と医療と教育が

密接に関係しておりますので、一体的に取り組むことが必要かと思っております。 

 現場では、母子保健と生活保護とか、困窮者自立支援とか福祉畑と医療畑が分かれてい

る縦割りも統合していくことが必要だということが、行政での経験で感じたところでござ
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います。 

 それと、私が行政で感じたことがあります。今、榊原さんからもお話がありましたよう

に、10年以上前なのですけれども、そのときに既に社会の底が抜けていると思いました。

必要な支援は本当の困窮者層の方には、なかなか届きませんし、きめ細かい支援が必要な

のですけれども、行政の現場で人材も専門家も不足しているということが現実なのです。 

 それと比べますと、現在は、集いの広場が広がったり、若サポ（地域若者サポートステ

ーション）が広がったり、いろいろ支援のメニューは増えたのですけれども、結局それが

充実する前に、今回のコロナ禍で、非常に厳しい状況になっている。私たちが整備できな

かったものの穴をつくように、今回のコロナが、何が足りないかということを私たちに赤

裸々に示してくれました。明らかになった問題を解決することが、１つの処方箋ではない

かと思っております。 

 ２枚目お願いします。 

 既に、いろいろな方は気がついておられると思うのですけれども、コロナは人と人との

つながりを断ち切りますし、立会い出産とか里帰り出産とか、そういうものも全て難しく

しておりますので、経済的に安定した人も、妊娠・出産を今はやめておこうと。経済的な

打撃を受けた層は、さらに結婚・出産が難しいですし、子育て真っ最中で、２人目、３人

目欲しいと言っていた人たちも、こんなに１人で孤立している育児の状態では、今は産め

ないと言っているのです。では、２年後、３年後に、まだ産む気力や意欲が残っているか

というのは、かなり怪しいところだと思っております。 

 それから、今回、コロナは若い世代にも非常に打撃を与えております。緊急の就学援助

とか、奨学金も拡充してくださっていますけれども、実際には残念ながら、奨学金がある

よと、休学でもして頑張ってはと言っても、御両親が職業を失われ、今、働いて家族を助

けなくてはいけないということで、大学を去っていく者もおります。就職率は、御存じの

とおり、就職希望でない者は母数から消えますので、今年の３月の就職者は無業者の者や

不本意就業の者が、結構増えているということが実感です。 

 さらに、現在の大学生も、私も一生懸命若い世代を応援する制度がいっぱいあるよとい

うことを教えているのです。しかしコロナの危機に対して、余り日本社会の対応がうまく

いかず、社会の土台が崩れるような形になっておりますので、この社会の将来に対して不

安感が若者に広がっているのです。働いて子供を産んで明るく自分の人生を充実していけ

るような将来が描けないと、また何か危機があれば、こんなふうに親子を巡る危機的状況

が自分たちにも来るのではないかと不安感が広がっております。 

 つまりコロナは、若い世代、子育て世代の格差を拡大し、私たちに、今足りない施策の

状況を赤裸々に見せてくれたと思っております。 

 次が最後になるのですけれども、特に、これから働こうとする若い世代の支援が必要な

のです。今でも高校をやめてしまいますと、公的な支援のつながりが切れてしまいまして、

若い人とつながることができません。生まれてから安定した就業につながるまでのライフ
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コースを通じての支援が必要だと思っています。 

 また、親にもいろいろな価値観がありますので、どんなライフコースを選んだ親であっ

ても、子供を産んで安心して育てていけるような状況を整備する。これが、どんな状況に

なっても子供を産んでもいいのだという、若者たちの安心感につながると思います。 

 それから、各種のデータが示しておりますとおり、子供や若い世代への投資はリターン

が大きいのです。社会へのリターンが、です。ですので、今こそ、若い世代や子供たちへ

の投資を惜しむべきではないと、今ここで惜しむと、本当に、二度と取り戻せない少子化

の最後の押しとどめる力を失うことになると思いますので、それは、大きく、強く、社会

的にメッセージを流すことが必要です。私もいろいろなところで年配の方々に、今の少子

化の状況をお話ししますと、皆さん驚かれるのです。出生率1.36、1.34ということが、何

を社会にもたらすかということを、皆さん、初めて知られて、そういたしますと、自分た

ちは我慢してもいいから、若い世代に投資をということを、皆さん、賛同してくださいま

す。そういう強力な社会的なムーブメントを作ることが必要だと思っています。 

 以上ですけれども、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 これまでも安心して結婚し、子供を生み育てられるためには、経済的な基盤が大事だと

言われてきたのですけれども、やはりコロナで、その問題が急に大きくなったのだと思う

のです。 

 駒村さんでも、無職の世帯だと乳児死亡率も高いというお話がありましたけれども、こ

れまでの雇用政策だけではなく、最近はフリーで働く人たちが多い中で、いろいろな形で

働く人たちの生活基盤を支えないと、やはり少子化問題は解決しない。また、大学生など

も、これから社会へ出て行くときも同じですね。どうもありがとうございました。 

 それでは、松田委員、お願いいたします。 

○松田委員 中京大の松田です。 

 私は、少子化論を研究しております。その観点から、少子化対策を進めるに当たり、重

要と考える論点として、１つ、今日はお話したいと思います。 

 私の言葉ですけれども、総域的な少子化対策を推進することが、やはり大事ではないか

ということです。 

 次のスライドをお願いします。 

 今日の内容は、この拙著からです。 

 次のスライドをお願いします。 

 手短に申し上げます。日本の少子化、非常に出生率が下がっておりますが、実は東アジ

ア諸国はもっと下がっているのです。なぜ、日本が比較的まだここで持ちこたえているか

というと、第１子、第２子、第３子の出生がある程度維持されている。それは、結婚、出

生のパターンが、実はかなり多様なのです。この多様性を生かした方がいいと思います。 

 次のスライドをお願いします。 
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 「希望出生率1.8」、政府が目標と掲げたものを目指すことに賛同します。その際に、ど

ちらの社会を目指すかというスタンスを、やはり考える時期に来ているのかと思います。 

 これは、私の図ですけれども、左の図が全員結婚して、そして全員が子供を２人持つこ

とができれば、出生率2.0に回復します。しかし、それは多様な社会ではないと思います。 

 目指すべきは右ではないか、つまり結婚したくない人はしない、プレッシャーを受けず、

主体的に選択できる。結婚したい人が主体的にできる。子供を持ちたいという人が持てる、

持ちたくない人に、それをとがめられることがない社会。 

 そこで出生率を回復させるには、この右の図の青、ここになるかと思います。 

 次のスライドをお願いします。 

 そうしますと、大きく少子化対策は３つの方向が、やはり大事かと思います。 

 １つ目が横軸です。希望する人が１人でも多く結婚できるように応援、支援していく。 

 ２つ目です。縦軸です。これは希望する家庭です。出産を希望する、子供を持つことを

希望する家庭が、希望する数だけ子供を持てるようにする。 

 ここでの論点として、多くの方と、私は違うかもしれませんが、全ての世帯を支援する

のが必要だと思います。その家庭の就業形態等にかかわらずということです。 

 そして３つ目です。できれば主体的に結婚しない。この理由は保障されるべきです。そ

の主体的に選択しなかった方が、できれば子育てをされている方を応援、支援してほしい

という私の気持ちです。 

 次のスライドをお願いします。 

 今回、各回で検討していくことになると思いますけれども、出生率を低迷させている要

因は、実は様々あるということです。 

 初めに、坂本大臣がおっしゃられましたように、１つの施策で出生率が劇的に改善する

ことはないと思います。 

 そうなりますと、様々な問題となる阻害要因を一つ一つつぶしていく。そして子育てを

応援していくということだと思います。 

 次のスライドをお願いします。 

 これは、私の立場からのコンセプトですけれども、総域的な少子化対策を進めるという

ことが必要ではないかと思います。 

 それは、総合的と読み替えていただいても結構ですが、従来、総合的というのが資料に

入っていましたが、総合的でなかったような気がするところがありますので、名前を変え

てみました。 

 ポイントは、この３つです。赤いところです。 

 １つは、結婚前から子供の自立まで、やはり全ライフステージを支援していくというこ

とが必要だと思います。 

 ２点目ですけれども、特定の家庭ではなくて、全ての家庭の子育てを応援することが必

要でしょう。 
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 それは、正社員同士の共働き世帯だけではなく、正社員と非正規の世帯の組合せ、それ

から、専業主婦世帯又は専業主夫世帯が、それに応じた支援を受けられることも必要だと

思います。 

 あと、ここに書き忘れましたけれども、ひとり親世帯に対する支援も不可欠です。 

 そのための方向性としては、経済的支援だけではなくて、物理的支援、教育支援、精神

的支援、様々なものが必要です。 

 次の２つのスライドにつきましては、時間の関係上省略させていただきますが、総域的

に少子化対策をしていくということが、我が国の出生率を、ゆっくりかもしれませんけれ

ども、回復させていくことにつながると思います。 

 私からは、以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 松田委員のお話を伺うと、もともとこれまでの少子化対策は、結婚したい、希望を持つ

方は結婚できて、それぞれの働き方についても、専業主婦になるのか、仕事を続けるのか、

そういうことは選択できて、子供を１人、２人という人は、３人もということを目指した

と思うのですが、ただ、松田委員が言われるように、みんなが結婚して、みんなが子供を

２人持つみたいに伝わっていた可能性は、確かにあるかなと思います。 

 そういう意味では、多様な家族の在り方、ライフスタイル、子育ての在り方みたいなこ

とが伝わって、それぞれを支援するという方向をもっときちんと打ち出した方がいいのか

なという気はしました。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後になりましたけれども、村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 日本総研の村上でございます。 

  私は日本総研で、企業のESG、環境社会ガバナンス側面の調査でありますとか、SDGs

にどのように貢献していくのかといったところを調査しているのが、本業でございます。 

 そのような中で、なぜ少子化かということで申し上げますと、女性活躍であるとか、少

子化、そういった企業活動からすると社会性と関わりのある部分、これについて諸外国の

比較調査をしたことがございまして、それを読んでくださってということだと思いますけ

れども、この少子化社会対策というものを比べていく中で感じたことを、今日は書いてお

ります。 

 今回、私は、ふだんはそういったことで、少子化のことばかりやっているわけではござ

いませんので、改めて基本法の前文も読んでみました。 

 これは、前々から感じていることですけれども、少子化社会対策、これが何のためにあ

るかというところについて、当事者の共感というのが、ほとんどないのではないかなとい

うのが感じるところであります。 

 既存の経済、社会システムを維持するために人数が必要だから少子化対策するのだと書

いてあるように、私には見えます。これで本当にいいのかという議論がされていたかとい
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うと、恐らく、それはされていなかったのではなかろうかと思います。 

 ですので、これはPDCAという話をちょっと脱線するかもしれませんけれども、そもそも

少子化社会対策は誰のためにあるのかということに立ち返った議論が必要かと思います。 

 ２つ目でございますけれども、それはそれとして、では主要な施策の前提のところがど

うなっているか、これも大綱を改めて拝読いたしました。 

 重点課題というのが幾つか挙げられていると思いますけれども、国民の意識や社会的な

対応に十分に踏み込んでいるかとか、大きな課題、国難であるとか、隘路
あ い ろ

であるとか、そ

ういう非常に大きな課題だと言われる割には、結婚にしても何にしても、既存のシステム

を前提にし過ぎていないかという点でございます。 

 次のページの上の方になりますけれども、例えば、既存の結婚制度が前提とされていて、

夫婦別氏の議論の膠着
こうちゃく

を見る限り、既存システムは温存したままで何とかしてくださいと

言われているように見えます。 

 あるいは、個人の子育て負担を減らそうということもたくさんありますけれども、そも

そも、日本の教育熱の高さとか、教育は私的投資だと考えるような国民性の部分、これも

諸外国の方からも指摘されているようなことだと思いますけれども、そういったところの

議論も放置されていて、そこをなしに幾ら負担をという話をしても、全くこれも響かない

のではないかということを強く感じます。 

 ここまでのちょっと脱線した話も置いておいて、さらに細かくPDCAということで、数値

目標のところも拝見していました。そこについて感じるところでございますけれども、そ

もそも前提として、たくさん数字はありますが、「希望出生率1.8」の内訳との関係性は、

これを見てもよく分からないです。 

 例えば、目標というのはたくさんありますけれども、活動の量を示しているだけで、結

果として、例えば保育所の定員が増えたから、安心して保活の心配が減ったと皆さん感じ

ているのかとか、仕事を続けることへの不安が減ったのかは分からないですね。単に定員

が増えただけというだけでは、一体、本当によかったのかが分からないという点がござい

ます。 

 さらに、現状をいろいろ書いてありますけれども、例えば、実数だけではなくて目標対

比の進捗率であるとか、前回調査からの変化、こういったものがないと、やはりこういっ

た課題の情報の開示、発信としては全く不十分で、誰も何が何だか分からないということ

が実際ではないかと感じます。 

 率直に感想を申し上げさせていただきましたけれども、以上が、私の感じる問題点でご

ざいます。ありがとうございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 村上委員のお話は、先ほどの松田委員のお話にあるように、少子化対策というのは、１

つどこか動かせば解決する課題ではなく、まさに、日本の社会経済システム全体を動かし

ていかなくてはいけないところで、家族形態の在り方も、実は大事なのは確かで、ネック
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になっている人たちもいるわけです。 

 そういう意味では、議論はされていますけれども、なかなか動いていない部分はあるの

で、そういう意味では、家族の在り方、婚姻の在り方というようなことや、あるいは経済

的基盤の話もあるとか、そこはまさに経済対策、雇用政策であるわけですけれども、そう

いうものをうまく連携しないと、なかなか解決しない問題で、難しさは、もちろんあるの

ですね。そういうことを踏まえながら、松田委員が総域的というような、新しい、これか

らどう取り組んでいくか、あるいはすぐにできなくても、この辺を少し議論しないと難し

いですよということは、ここで発信していくということは大事かなと思います。 

 それで、今、28分ぐらいなのですけれども、少し言い残したことがあれば、１人か２人

の方、では、天野委員。 

○天野委員 発表時間が３分と思っていたので、３分の資料しか持ってきていないのです

けれども、統計的に申し上げますと、統計結果から導かれる最大の課題をどうするかとい

う話はさておき、初婚同士の結婚数が半減したため、出生数が半減しました、という至極

当たり前の話になります。そもそも子育て支援というのは、婚姻が発生した事後の支援に

なりますので、未婚化である初婚同士婚姻数が半減したところを放っておいて、子育て支

援だけで出生数大激減問題を効果があるといえるほどに解決できるかといったら、全く解

決できない、というわかりやすい結果が示されているのです。既婚者支援にとどまってき

た日本のこれまでの少子化対策で一向に成果が出ない根本的かつ当然の理由です。 

 先ほど、松田先生から東アジアはTFRが低いという話がありました。台湾はTFRが2020年

に1.0になったわけですけれども、この台湾でも未婚化が実はすごく深刻であり、20代の方

がほとんど結婚しなくなっているからだ、ということが少子化の原因になっているという

ことも分かっています。 

 未婚化の背景に何があるのか、というところで、前田先生、村上先生がおっしゃったこ

とが重要になります。 

34歳までの若い男女の結婚希望は変わっていないのです。30年以上、９割、男性も女性

も結婚はしたいと思っている。しかし、既存の家族形態、既存の労働市場、既存の婚姻形

態の中では成立しにくいライフデザインが若い世代では描かれています。若い世代の男女

の結婚観の中身が変わっているのに、労働市場はがんとして変わらない。ですので、出控

えが発生したコロナ禍であるにもかかわらず、2020年も東京一極集中という20代前半男女

の就職移動が止まらない。止まらないどころか、東京における男性の移動による増加に対

しての女性の増加は2.2倍に達し、過去最高の格差を伴う男性をこえる女性の増加状況にな

っている。令和にあっても、いまだ思うような仕事を続けられる「女性の居場所」が限定

的なのです。 

 女性活躍、女性活躍と言いながら、ほとんどのエリアで全く女性活躍していないかのよ

うな統計的に性差のある状況を放置しています。社人研の5年に1度の大規模調査で、34歳

までの若い独身男性で女性に働いてほしくないと思っている方は極めて少数派です。専業
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主婦理想の男性は10.1％に過ぎません。こういうと、男性の仕事においてお金がたりない

から専業主婦理想が減っただけだ、と中高年の方の中にはエビデンスなき解釈をする人も

いますが、統計的には違うのです。同じ社人研の調査で、高学歴の男性はむしろ女性には

働いてほしいと思っていらっしゃるという結果になっています。私たち人口マジョリティ

である中高年世代が思っているような家族観だけを是
ぜ

とした労働市場の提供では、日本の

未婚化は止まりません。つまり、出生数の減少は絶対に止まらないということだけは言っ

ておきたいと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 少子化で、一番大きい要因は未婚化のところですね。それで、未婚の人が結婚したいと

言っても、かなり落ちてきているのですね。あるいは結婚したい中身も変わってきている

ので、このことは、これからの議論に踏まえて取り組んでいきたいと思います。 

 まだまだ、本当に発言していただきたいのですが、すみません、最初に御説明しました

ように、今日は少子化社会対策大綱の施策の進捗について、内閣府と厚生労働省と文科省

から御説明いただくということで、来ていただいていますので、すみませんが、そちらの

議事に移らせていただければと思います。 

 内閣府、厚生労働省、文部科学省に御説明いただいて、それについて御質問があれば、

伺えればと思っています。 

 それでは、資料４－１、まず、内閣府から御説明いただければと思います。 

○泉参事官 資料４－１を御覧いただければと思います。 

 我が国の少子化の現状及び対策ということで、既に御覧になったことのあるデータも多

いかと思いますけれども、まず、少子化の現状のごく基本的なデータや、政府の主な取組、

大綱以降の取組等を御紹介したいと思っております。 

 ちょっと量が多いので、かいつまんで見ていきたいと思うのですけれども、まず、４ペ

ージ目の少子化の現状（概観）の方を見ていただければと思います。 

 出生数につきましては、2019年のデータを掲載しておりますけれども、先ほど、人口動

態統計で公表がございまして、2020年の概数は84万0,832人ということで、前年より約２万

4,407人減少になっておりまして、過去最少となっております。 

 団塊ジュニアの世代の頃は、毎年約200万人生まれていましたが、今は100万人を割って

いる状況になります。 

 合計特殊出生率は1.36となっておりますが、2020年では1.34となりまして、0.02低下し

ております。 

 2005年に一度最低値1.26になったのですけれども、それよりは高くなっているのですが、

最近、若干下がってきているという状況です。 

 その後、下は未婚化、晩婚化、晩産化のデータになります。 

 50歳時の未婚割合、50歳になっても一度も結婚したことのない方の割合は、1980年には
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男性2.6％、女性4.45％だったものが、今は男性23.37％。女性は14.06％ということで、男

性の４人に１人、女性に７人に１人は50歳になるまで一度も結婚したことがないというこ

とになっております。 

 また、平均初婚年齢も、1980年代に比べますと、男性で３歳以上、女性で４歳以上高く

なっておりまして、夫の方が31.1歳、妻が29.4歳となっております。 

 晩婚化に伴いまして晩産化も進んでおります。第１子の出産平均年齢は30.7歳というこ

とで、1980年の26.4歳に比べて大幅にアップしているということでございます。この状況

が続きますと、2065年には人口が8,808万人まで減少するというような推計も出ております。 

 すみません、飛ばしまして６ページ目、未婚率と夫婦の子供数ということで、合計特殊

出生率を分解しますと、有配偶率、結婚している方々の割合、それから有配偶者出生率、

夫婦の中で出産している方々の割合という形になります。 

 左のグラフが、先ほど御紹介した50歳時の未婚割合の推移でございまして、右側が１組

の夫婦の完結出生児数の推移になります。 

 50歳時の未婚割合の推移は先ほど申し上げたとおりですが、この傾向が続きますと、い

ずれ男性で３割近く、女性で２割近く、この未婚の割合が増えると推計されております。 

 また、完結出生児数は、1970年代から大体2002年までは2.2前後で安定的に推移していた

のですが、2005年ぐらいから若干減少傾向となっております。 

 まさに御議論ありましたとおり、結婚の希望の実現、希望どおりの人数の出産・子育て

の実現の対策が必要になっております。 

 ８ページ目、若者が結婚しない理由ですけれども、男女とも適当な相手に巡り合わない

というのが最も多くなっております。 

 男性については、結婚資金が足りない、女性については、自由さや気楽さを失いたくな

いという方も多いという結果になっております。 

 続きまして、11ページ目でございますけれども、妻の年齢別に見た理想の子供数を持た

ない理由ということで、やはり一番多い割合は、一番左側ですが、子育てや教育にお金が

かかりすぎるから、続きまして左から４つ目ですけれども、高年齢で産むのがいやだから、

すぐ右の欲しいけれどもできないからというのは、年齢が上がるにつれ回答する割合が多

くなっております。 

 さらに、その２つ右、これ以上育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから、夫の家

事・育児の協力が得られないからというのも一定割合で存在しているところです。 

 駆け足になりますけれども、15ページ目、少子化対策の取組について、ざっと御説明し

たいと思います。 

 まさに1990年の1.57ショックから、少子化の傾向というのが社会的課題として注目を集

めるようになりました。政府におきましても、1990年のエンゼルプラン、新エンゼルプラ

ンから始まりまして、2000年代に入りますと、少子化社会対策基本法や、次世代育成支援

対策推進法といった、大きな２つの法律も制定されております。 
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 こうした少子化社会対策基本法に基づいて、第１次の大綱が2004年に閣議決定されてお

りますけれども、ピンクのところでございますが、それ以降、大体５年おきに、これまで

４次の大綱が策定されているところでございます。 

 特に2010年代に入りますと、子ども・子育て支援法が本格的に施行されましたり、ある

いは第３次大綱の前後になりますけれども、地方創生の取組が始まったり、さらには2016

年にニッポン一億総活躍プランというのが策定されまして、ここで初めて「希望出生率1.8」

の実現が掲げられたところでございます。 

 また、2017年の12月の新しい経済政策パッケージに基づきまして、消費税の引上げによ

る財源も活用しつつ、幼児教育・保育の無償化や、高等教育の修学支援といった子育て支

援への経済的支援の充実も図っているところでございます。 

 続きまして、17ページ目の少子化社会対策大綱のポイントの方を見ていただければと思

います。 

 先ほど申し上げましたニッポン一億総活躍プランも受けまして、「希望出生率1.8」の実

現を掲げ、目標実現のための具体的な道筋を示すとしております。 

 少子化の進行というのは、人口の減少や高齢化を通じまして、子供のいない方、結婚を

しない方も含めて、社会経済に多大な影響を及ぼすものでございます。 

 そうした中で、個々人の結婚、出産、子育ての希望を阻むいろいろな要因を一つ一つ取

り除いていくというのが、少子化対策の基本的なスタンスでございます。 

 主な施策としましては、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を大胆に進めると

しまして、結婚支援、妊娠・出産への支援、仕事と子育ての両立支援、地域・社会による

子育て支援、経済的支援ということで取り組んでおります。 

 さらに、財源につきましては、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在

り方を含め、幅広く検討するとしているところでございます。 

 続きまして、20ページ目、コロナ禍における婚姻件数、妊娠届出数、出生数の状況につ

いて御説明します。 

 婚姻件数につきましては、こちらで御紹介しているのは日本における外国人も含めた速

報値でございますけれども、本日、概数、日本における日本人の数が公表されておりまし

て、それによりますと、2020年は52万5,490組となっております。こちらは前年度12.3％減

ということで、戦後最少となっております。 

 また、妊娠届出数につきましては、昨年12月までの間、87万2,227件ということで、対前

年比4.8％減となっております。特に、第１次の緊急事態宣言が出されまして、自粛された

期間につきましては、10％以上の減少となっております。 

そして、出生数につきましても、昨年の12月頃から、感染症の影響が出始めておりまして、

これは速報値になりますけれども、12月ですと7.3％減、１月ですと14.6％減、２月が10.3％、

恐らく昨年４月や５月頃の妊娠行動の影響が出始めているところだと思います。３月は

2.4％減ということで、今後とも、推移を注視していく必要があるかと思っております。 
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 続きまして、21ページ目で新型コロナウイルス感染症を踏まえた少子化対策の主な取組

ということでございまして、新卒、学卒層への就職支援、それから妊産婦、乳幼児への総

合的な支援、それから保育所等、幼稚園、地域子ども・子育て支援事業による感染症対策

も含めた支援といったことなどを行っているところでございます。 

 続きまして、内閣府の取組ということで、23ページ目を御覧いただければと思います。 

 地域少子化対策重点推進交付金ということでございまして、２つ大きな柱がございます。 

 １つは結婚支援、それから、結婚、妊娠、出産、乳幼児期を中心とする子育てに温かい

社会づくり、機運醸成の取組。それから、結婚をしようとしている若い方への引っ越し代

ですとか、家賃を支援するといった取組も進めております。 

 最近ですと、天野先生にもいろいろお世話になっておりますけれども、AIとかビッグデ

ータを活用したマッチングシステムの高度化ですとか、あるいは自治体間連携、それから、

オンラインでの結婚支援、子育て相談など、コロナ禍での新たな取組も、こうした交付金

を使って支援をしているところでございます。 

 もう一つ、今国会で成立いたしましたけれども、子ども・子育て支援法及び児童手当法

の一部を改正する法律がございます。 

 こちらは、総合的な少子化対策を推進する一環として、全世代型社会保障改革の方針に

より示された方針に基づきまして、必要な改正を行っているものです。 

 子ども・子育て支援法の一部改正につきましては、市町村子ども・子育て支援事業計画

に定める任意的記載事項の追加ということで、市町村の実施者の連携協力を推進するため

に、市町村の事業計画の任意事項に、そういった連携に関する事項を追加するということ

になっております。また、令和３年度予算でもこうした利用者支援事業などの拡充を行っ

ておりまして、今回の改正と併せて、市町村の中における関係機関の連携協力の推進を図

ってまいります。 

 また、２つ目ですけれども、施設型給付費等支給費用に充てることができる事業主拠出

金の上限割合の引上げということで、今回の「新子育て安心プラン」の実施に当たりまし

て、事業主から1,000億円の追加拠出をいただくことに伴いまして、事業主拠出金の充当割

合を、６分の１を超えない範囲から５分の１に超えない範囲に変更しております。 

 また、子育て支援に積極的に取り組む事業主に関する助成制度の創設ということで、令

和９年３月31日までの間、こういった労働者の子育て支援に積極的に取り組んでいる事業

主に対する助成事業を行っているところでございます。 

 また、児童手当法の改正ということで、特例給付の対象者のうち、所得の額が一定額以

上の方につきましては、令和４年の10月支給分から支給対象外としているところでござい

ます。 

 その他、※印で検討規定ということでございます。少子化社会対策大綱にも、財源確保

の具体的な方策と併せて、子供の数や所得水準に応じた効果的な給付の在り方を検討とあ

りますけれども、子ども・子育て支援に係る施策の実施状況等を踏まえまして、少子化の



24 

 

進展への対処に寄与する観点から、児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその

財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、

必要な措置を講ずるものとするとなっております。この検討規定を受けて、政府において

今後検討することになります。 

 私からの説明は、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。 

 では、続きまして、厚生労働省から資料４－２に基づいて御説明をお願いいたします。 

○小澤厚生労働省子ども家庭局総務課長 子ども家庭局総務課長でございます。本日は、

よろしくお願いします。 

 お手元に資料４－２をお願いします。 

 １ページめくっていただきますよう、お願いします。 

 まず、不妊治療の関連施策の推進についてです。 

 ２ページ目の右上のところにございますが、不妊治療への経済的支援ということで、今

年度の予算におきまして、現行の助成制度を大幅に拡充させていただきました。 

 具体的には、１回当たり15万円だったものを30万円に引き上げる。また、所得制限を撤

廃する等の取組をしています。 

 その他、不育症への経済支援あるいは小児世代のがん患者支援、こういったことで、幅

広い支援を行っています。 

 ３ページ目をお願いいたします。 

 不妊治療の関連では、保険適用を来年度から実施することとしております。このため、

現在、保険適用まで作業を進めておりまして、また、②のところでございますが保険外併

用を活用して、できるだけ広く不妊治療を実施できるような形で進めていきたいと考えて

おります。 

 ４ページ目をお願いいたします。 

 不妊治療と仕事の両立についてでございます。 

 不妊治療と仕事の両立につきましては、この検討課題にありますような課題がございま

す。 

 これを受けまして、対応方針のところでございます。 

 まず１つ目は、社会的機運の醸成を進めたいと考えております。 

 それから（２）のところでございますが、今年の２月に次世代育成支援対策推進法に基

づく指針を改正しまして、事業主の一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項と

して、不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施を追加したところです。 

 また（２）の２つ目のところでございますが、不妊治療を受けやすい職場環境整備に取

り組む中小企業に対する助成制度を創設したところでございます。 

 また、こうした助成金については、活用いただけるよう経済団体、労働団体に周知を行

うとともに、こうした取組について４月には内閣府副大臣と厚生労働副大臣から経済団体
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に対して要請を行ったところでございます。 

 ５ページ目をお願いいたします。 

 こちらは、先ほど内閣府の方からも説明がありました妊娠届の状況でございます。 

 数字については、基本的に重なりますので、省略させていただきますが、これの要因に

ついて、厚生労働省の研究班が行った分析を見ますと、昨年５月から７月の妊娠届の減少

は、緊急事態宣言による自粛の影響で、妊娠する機会の減少が伴った可能性が高い。 

 逆に８月以降は、件数の回復傾向にありますが、これは妊娠行動、いわゆる妊活あるい

は不妊治療の再開に伴った妊娠が増加している可能性があると分析されているところでご

ざいます。 

 次に育児休業についてでございます。７ページをお願いいたします。 

 こちらのグラフにございますように、男性の育児休業取得率は、令和元年度7.48％と近

年上昇しているものの、いまだ低い水準にとどまっております。 

 育児のための休業取得を希望していた男性労働者のうち、実際に休業制度を利用希望し

ていたができなかった者の割合が４割と、労働者の休業取得が十分かなっていない現状が

あります。 

 こうした状況を踏まえ、労働政策審議会の建議を経て、今国会に、男性の育児休業の取

得促進のための、育児・介護休業法改正法案を提出しております。 

 改正の概要の１のところは、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期にお

ける柔軟な育児休業の枠組みの創設。 

 ２として、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に

対する個別の周知・意向確認の措置を義務付け。こうした措置を講ずることを内容とする

改正法案を、今国会に提出したところでございます。 

 続きまして、保育の受け皿の確保をお願いいたします。９ページ以降でございます。 

 10ページの資料をお願いいたします。 

 10ページの資料が、これまでの取組状況でございます。 

 「子育て安心プラン」、こちらにつきましては、平成30年から令和２年の３か年の計画

であり、約32万人分の受け皿を確保することとしておりました。 

 そして、この箱の２つ目ですが、拡大の状況としては、この３年度で積み上げますと、

約31.2万人分の拡大ができる見込みになっております。 

 保育の申込者数等につきましては、女性の就業率が年々上昇して、申込者数が増加して

いますが、待機児童については、昨年４月時点で１万2,439人でありまして、調査開始以来

最少の調査結果となっております。 

 11ページ目をお願いいたします。 

 昨年12月に、今年度から今後４年間の新たな「新子育て安心プラン」を策定いたしまし

た。 

 これは令和３年度から６年度末まで４年間で、約14万人分の保育の受け皿を整備すると
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いうものでございます。 

 また、この支援のポイントといたしましては、地域の特性に応じた支援あるいは魅力向

上を通じた保育士の確保、地域のあらゆる子育て資源の活用といったことを進めて、この

14万人の受け皿の確保というのを進めていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 それでは、最後になりますが、文部科学省から資料４－３で御説明いただければと思い

ます。 

○郷家文部科学省家庭教育支援室長 文部科学省でございます。 

 資料４－３を１枚おめくりいただければと思います。 

 文部科学省におきましては、大綱も踏まえまして、幼児期から高等教育段階までの切れ

目のない形での教育の無償化、負担軽減。子供たちが健康で安全かつ安心に育つ環境整備

に向けた地域ぐるみの取組支援などの少子化対策に関する取組を行っているところでござ

います。 

 先ほどの内閣府の資料の方にもありましたけれども、理想の子供数を持たない最大の理

由は、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからという調査結果もございますけれども、教

育費負担の軽減は少子化対策の観点からも重要と考えております。 

 本日は教育費負担の軽減としまして、高校生等への修学支援と高等教育の修学支援につ

きまして、御説明をさせていただければと思っております。 

 大綱の抜粋が、１ページ目のところの下にございますけれども、時間の関係で割愛しま

すけれども、多子世帯にさらに配慮するというような書きぶりがございます。 

 資料２ページ目をよろしくお願いします。 

 初めに、まず、高校生等の修学支援について御説明をさせていただきます。 

 まず、高等学校等就学支援金制度につきましては、平成22年度から全世帯を対象にして

開始されました後に、平成26年度からは、年収約910万円未満の世帯に限る所得制限を行い

まして、その財源で低所得者世帯への私立高校生への支給額の拡充や、授業料以外の低所

得者世帯の高校生の奨学給付金の制度の創設を行ったところであります。 

 令和２年４月からは、支給上限額を私立高校の平均授業料を勘案した水準まで引き上げ

まして、私立高校の授業料の実質無償化を実現しているところであります。 

 具体的には、３ページになります。 

 ちょっと細かくて恐縮ですけれども、３ページの左側の図になりますけれども、私立高

校につきましては、年収590万円未満の世帯の生徒を対象としまして、支給上限額を39万

6,000円まで支給をしているところであります。 

 なお、支給決定に当たりましては、年収の要件ではなくて、個人住民税の扶養控除など

を加味しました課税標準額を基準として判断をしているところでありますので、高い年収

でありましても、扶養親族数が多いほど、支援の対象となりやすい仕組みとなっておりま
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すので、一定程度の多子世帯に配慮した仕組みにはなっているところであります。 

 また、右の図でありますけれども、これは低所得世帯を対象とした授業料以外の支援で

ございます。高校生奨学給付金を支給しておりますけれども、これも第１子よりも、第２

子以降の給付額が大きくなるように制度をつくっているところでございます。 

 なお、新型コロナウイルスの影響も踏まえまして、令和２年度に、家計急変世帯への支

援を新たに実施するなど、大綱の趣旨を踏まえながら、教育費負担の軽減の施策を進めて

いるところであります。 

 続きまして、４ページ目を御覧いただければと思います。 

 こちらは、高等教育の修学支援制度についてでございます。 

 大学等における修学の支援に関する法律に基づきまして、真に支援が必要な低所得世帯、

具体的には住民税の非課税世帯、そして、それに準ずる世帯の学生等に対しまして、授業

料等の減免、給付型奨学金の支給を行う高等教育の修学支援新制度を昨年４月から開始し

たところであります。 

 左の図は住民税非課税世帯の図でありますけれども、入学金、授業料の減免の上限額、

大学、短期大学、高専、専門学校ごとにありますけれども、それと加えて給付型奨学金、

自宅生と自宅外生もございますけれども、その給付額が示されているところであります。 

 また、右の図でありますけれども、こちらは、新制度の対象者も含めまして、より所得

の高い層につきましては、いわゆる奨学金、貸与の基準を満たす希望者全員の貸与の実現

など、無利子奨学金の充実を、今、進めているところであります。 

 大綱に記載されています多子世帯への配慮につきましては、５ページ目になります。 

 こちらも先ほどの高校の修学支援制度と同様に、支援対象の基準としましては、年収要

件ではなく、子供の数が反映される課税所得を採用していますので、一定程度、多子世帯

に配慮した仕組みになっております。さらに何らかの対応を行うかについては、これは昨

年から導入しましたので、実施状況を踏まえまして、今後の検討課題と考えております。 

 最後になりますけれども、６ページをおめくりいただければと思います。 

 ６ページでございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を含めまして、家計

が急変した学生につきましては、原則は年２回なのですけれども、今は随時募集を行って

いるところでありますので、急変後の所得見込みで支援の判定を行うということとしてお

ります。 

 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。 

 本当は、委員の皆さんから御質問を受ける時間を取りたかったのですけれども、ちょっ

とスケジュール的に難しいので、質問は、すみません、事務局の方にメールで送っていた

だいて、内容については、皆さんでまたシェアするという形で進めさせていただければと

思います。本当は、ここで出していただければいいのですけれども、すみませんが、その

ようにさせていただければと思います。 
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 本日の議事は、以上となります。 

 最後に、坂本大臣から一言御挨拶をお願いしたいと思いますので、カメラが入ります。 

（報道関係者入室） 

○坂本大臣 本日は、熱心な御議論をいただき、ありがとうございました。 

 有識者の皆様から御提案いただきました、今後、検討会で取り上げるべき主なテーマは、

いずれも大綱で重点的に取り組むべきとされている項目であります。 

 新生活への経済的支援を含む結婚支援、不妊治療への支援など妊娠・出産への支援、待

機児童の解消のための「新子育て安心プラン」の実施や、男性の育児休業の取得促進など、

男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社会によります子育て支援など、

着実に進展してきているところでありますが、手を緩めることなく、一層充実していく必

要があります。 

 一方で、子供の数等に応じた児童手当の在り方や、多子世帯にさらに配慮した高等教育

の修学支援新制度などは、引き続き検討課題となっております。 

 さらに、本日は、今後、少子化対策を進めるに当たり、重要と考える論点につきまして

示唆に富む御指摘をいただきました。 

 例えば、保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらず、全ての子育て家庭を幅広い方

法で支える総域的な少子化対策を進めることが必要ではないか。 

 それから、新型コロナは、若い世代の人生設計に様々な影響を与え得る。どのようなラ

イフコースを選んでも安心して子供を生み育てられるよう、子供と若い世代への投資が必

要ではないか。 

 さらに、結婚、子育ての当事者、これから結婚し子育てをしようとする若い世代の目線

に立って、少子化対策を進めるべきではないか。 

 統計データに基づく取組を進めていくべきである。特に結婚支援が重要であり、女性に

とって魅力的な地方を創出するなど、地域の実情に応じた取組を進めていくべきではない

か。 

 そして、子育て家庭が孤立することのないよう、社会全体で子育て家庭を支えることが

重要である。 

 困難な立場にある子供や子育て家庭への支援が重要であるなどの御意見をいただきまし

た。 

 私は少子化対策と、地方創生、さらには孤独・孤立対策を担当しておりますが、そうし

た政策分野の視点からも興味深い御意見をいただいたと思っております。 

 また、先ほど申しましたように、本日、昨年の人口動態統計の概数が公表されました。

昨年の出生数は「86万ショック」を下回る84万0,832人、合計特殊出生率は1.34となりまし

た。少子化の進展は危機的な状況であります。このような状況の打開に向けまして、本日

の議論を踏まえまして、次回の検討会では、今後の少子化対策の検証・評価の重点項目を

整理するよう、お願いをいたします。 
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 本検討会での検証・評価を通じまして、施策の的確な実施を力強く後押ししていただけ

ることを期待しております。 

 また、それぞれの省庁におかれましては、本検討会での議論を取組の改善につなげると

ともに、概算要求等にできるものから速やかに反映していただくよう御検討をお願いした

いと思っております。 

 大綱における施策の効果的な推進、実効性のある少子化対策に向けて御尽力、御協力を

いただけますよう、どうぞ、今後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 本日は、ありがとうございました。 

○佐藤座長 坂本大臣ありがとうございました。撮影は、ここまでということですので、

よろしいですか。 

（報道関係者退室） 

○佐藤座長 今日は、坂本大臣、最後まで出ていただきまして、どうもありがとうござい

ます。 

 委員の皆様方は、率直に少子化対策をどう進めるかということについて、御意見をいた

だいて、どうもありがとうございました。 

 それでは、今後の進め方ですが、今日の皆様の御議論を踏まえて、先ほど坂本大臣の御

説明にありましたように、次回の日程とか、テーマについては、事務局で御検討いただい

て、皆様に御連絡いただければと思います。 

 それと、先ほどの内閣府、厚生労働省、文部科学省の説明について御質問があれば、事

務局に寄せていただいて、回答については、皆さんとシェアさせていただければと思いま

す。 

 それでは、本日の検討会は、ここで終わらせていただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 


