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少子化社会対策大綱の推進に関する検討会（第２回） 

議事次第 

 

 

日 時：令和３年８月20日（金）16:00～18:00 

場 所：中央合同庁舎８号館８階特別中会議室 

（オンライン開催） 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）今後の少子化対策の検証・評価の重点項目について 

（２）各論① 

・地域の実情に応じた少子化対策について 

（結婚支援、地方創生の観点からの少子化対策など） 

・住宅支援、まちづくりについて 

 

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） 

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） 

植草 泰彦 子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当）付企画官 

 

（内閣官房） 

菅家 秀人 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長 

 

（国土交通省） 

皆川 武士 国土交通省住宅局住宅政策課長 
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○佐藤座長 それでは、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」の第２回会議を始めさせていただきます。 

 初めに、この検討会の主催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 ありがとうございます。 

 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。 

 本日はお忙しい中、委員の皆様に御出席いただきまして誠にありがとうございます。第

２回となります本日は、前回の検討会において私から整理をお願いいたしました、「今後

の少子化対策の検証・評価の重点項目」について御議論をいただきます。 

 先般閣議決定いたしました「骨太の方針」におきましては、「少子化対策」は「次なる

時代をリードする新たな成長の源泉」となる「４つの原動力」の一つとされ、重点的な資

源配分を行う分野と位置付けられたところであり、今回、政府の取組に一層の推進力をつ

けられるよう、是非とも活発な意見交換をお願いいたしたいと思います。 

 また、本日は、テーマ別の議題といたしまして、「結婚支援」や「地方創生の観点から

の少子化対策」、そして「子育て世帯への住宅支援、子育てしやすいまちづくり」につい

ても御議論いただきます。 

 第１回の議論においても、少子化対策における結婚支援の重要性や、すべての子育て家

庭への支援が重要であることなど、様々な御意見をいただいたところですが、本日はこれ

らのテーマについてさらに掘り下げていただきたいと思います。 

 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、本日も、忌憚
き た ん

のない御意見を賜りますようよろしくお願い申し上

げたいと思います、 

 お世話になります。 

〇佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議題について最初に御説明させていただければと思います。まず、今

も御説明ありましたように、坂本大臣より、第１回検討会の議論を踏まえ、整理するよう

御指示がありました「今後の少子化対策の検証・評価の重点項目」について御議論いただ

きたいと思います。 

 また、今回は、各論の①として「地域の実情に応じた少子化対策」と「住宅支援、まち

づくり」をテーマとして設定しています。 

 その二つのテーマに合わせて内閣府子ども子育て本部、内閣官房まち・ひと・しごと創

生本部事務局、国土交通省住宅局、また、本検討会構成員である天野委員よりヒアリング

を行いたいと思います。 

 それでは、まず議題１に入りたいと思います。初めに「今後の少子化対策の検証・評価

の重点項目について」、事務局に整理いただいた案を作成してもらいましたので、事務局
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から説明をお願いいたします。 

〇泉参事官 まず、資料１を御覧ください。「今後の少子化対策の検証・評価の重点項目

について（案）」ということで、まず「１．基本的な考え方」におきましては、少子化の

現状に関する認識を示すとともに、対応方針として大綱における施策の着実な実施と併せ

て本検討会における検証・評価を進めていくことを述べております。 

 続きまして、二つ目の「重点項目」ですけれども、第１回の会議におきまして、今後の

進め方として佐藤座長から大枠を示されたものにつきまして肉づけをする形で本検討会に

おいて重点的に取り上げていく項目を整理させていただきました。 

 なお、※印にございますとおり、項目につきましては、今後の施策の進捗状況や検討会

における議論の推移等を踏まえ、追加・変更等があり得るものと考えております。 

 「重点項目」の＜ライフステージを横断するテーマに係るもの＞につきましては、今回

の会議で取り上げます「地域の実情に応じた少子化対策」と「働き方改革」を挙げており

ます。 

 ページをおめくりいただきまして２ページ目でございますけれども、＜ライフステージ

ごとのテーマに係るもの＞」としましては、「（１）結婚」ということで、再掲になりま

すが、「地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に関する支援」、それから「若い世

代の経済的基盤の安定（雇用の安定）」を挙げております。 

 次に「（２）妊娠・出産」では、「妊娠前からの支援」としまして、2022年度からの保

険適用や仕事との両立支援といった不妊治療等の支援や、本年７月に政策パッケージが新

たに取りまとめられました不妊予防支援を挙げております。このほか、「妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援」「妊娠・出産に関する経済的負担の軽減」を挙げており

ます。 

 「（３）子育て」では、「男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備」といたしま

して、「保育の受け皿整備や保育人材の確保等」では「新子育て安心プラン」「新・放課

後子ども総合プラン」の着実な実施などを挙げております。 

 また、育児休業などの両立支援制度の定着促進・充実、男性の育児休業の取得促進では、

来年４月から段階的に施行されます改正育児・介護休業法の円滑な施行に向けた状況や、

大綱で検討課題とされております育児休業給付の在り方などを挙げております。 

 さらに、経営者・管理職の意識・行動改革や事業主の取組を促す観点から、子育て支援

に積極的に取り組む事業主への支援、企業の両立支援の取組の「見える化」などの取組に

ついて取り上げてはどうかと考えております。 

 二つ目の〇にございます「地域・社会による子育て支援」では、保護者の就業形態や就

業の有無等にかかわらない多様な保育・子育て支援の拡充、それから22年度目途の児童福

祉法等の改正の検討を含む子育て家庭を包括的に支援する体制の構築を挙げております。 

 三つ目の〇にございます「子育てに関する経済的支援・教育費の負担の軽減」につきま

しては、財源の在り方の検討も伴いますけれども、本年５月に成立いたしました児童手当
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法等改正法附則に基づく児童手当の在り方の検討ですとか、昨年４月に始まりました高等

教育の修学支援制度の着実な実施や、多子世帯に配慮した制度の充実の検討などを挙げて

おります。 

 四つ目にございます「住宅支援、子育てに寄り添い子供の豊かな成長を支えるまちづく

り」は、今回取り上げる項目になります。 

 「３．検証・評価の視点」ということで、各テーマ共通の視点として、前回の議論を踏

まえまして整理させていただいております。 

 なお、テーマごとの個別の視点につきましては、本日の会議資料２にございますように、

毎回事務局から案を整理した上でお示ししたいと考えております。具体的には、定量的、

客観的なデータ等を踏まえて現状を把握・分析できているか、当事者の目線に立った取組

となっているか、就業形態や就業の有無等にかかわらず安心して結婚、妊娠・出産、子育

てができる環境整備に配慮した取組となっているか、当事者に確実に届くよう情報発信が

できているか、関係者との連携が図られていたり積極的な取組を促したりするようなもの

になっているかを挙げております。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響と対応についても丁寧に議論するということに

しております。 

 ４ページ目でございますけれども、「今後の対応」では、各府省庁に対し、本検討会に

おける議論を施策の企画立案、実施につなげていくことを求めるとともに、来年度夏頃を

目途に中間評価を取りまとめることとしております。 

 別紙の当面のスケジュールは現時点の想定ということでございまして、施策の進捗状況

や検討会での議論の状況によって議題の追加、変更、開催時期が前後する場合もあり得る

と考えております。 

 また、前回の会議後の新たな動きといたしまして、いわゆるこども庁の関係についても

簡単に御紹介したいと思っております。 

 参考資料を一番後ろにつけておりまして、「少子化社会対策大綱策定後の主な動き」と

いうことで、４ページ目に加藤官房長官の記者会見の要旨をおつけしておりますけれども、

本年７月に事務の官房副長官をヘッドに「こども政策の推進に係る作業部会」が開催され

るとともに、内閣官房を事務局として「こども政策推進体制検討チーム」が立ち上がって

おりまして、年末に向けて政策面の整理とともに、新たな行政組織に関する基本方針を取

りまとめるべく検討を進めることとされております。 

 事務局からの説明は、以上でございます。 

〇佐藤座長 ありがとうございました。 

 「今後の少子化対策の検討・評価の重点項目について」、資料１にあるように基本的考

え方を踏まえて重点項目を検証の視点という形で整理していただいていますが、これにつ

いて御意見のある方はお願いいたします。いかがでしょうか。 

 では、松田委員お願いします。 



7 

 

〇松田委員 松田です。御説明ありがとうございます。様々な必要な検討事項が列挙され

ておりますので、非常に充実した検討がなされると思います。 

 その上で私から質問ですけれども、たしか内閣府様の方では、子供や子育てを支援して

いこうという社会的機運を醸成する、あるいはそれに関する啓発活動を行うというものが

今までなされてきたように思います。それについて１回の会議を設ける必要はないと思い

ますが、どこかで何かこれについても検討、あるいは検証された方がよいのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 

〇佐藤座長 事務局、よろしくお願いします。 

〇泉参事官 御指摘も踏まえて考えたいと思います。ありがとうございます。 

〇佐藤座長 検討させていただきます。 

 ほかにはいかがですか。 

 では、前田委員お願いします。 

〇前田委員 前田です。お時間いただきまして、ありがとうございます。 

 この場で、今このタイミングで発言するのがいいのかどうか分からないんですけれども、

少しお聞きしたいと思います。御存じのとおり、コロナで妊産婦の方がお子さんを亡くさ

れたということで大変ショッキングなニュースが流れております.コロナワクチン接種は

妊産婦優先でございませんでしたし、そもそも妊婦に打っていいかどうかという議論もい

ろいろありまして、打った方が良いという結論が強く出ましたのは先月ぐらいですので、

妊産婦さんの中でもお迷いになった方はおられると思います。この少子化やコロナ禍にお

いて非常に厳しい状況の中でせっかく妊娠なさった方が、コロナ感染者が増える中でまと

もに治療も受けられない、お産の安心感が保証できないという状態が放置されております。

これも縦割りのようで、各自治体で妊婦さんを優先するところはあるようなのですけれど

も、国全体として今、妊娠している人、これから妊娠する人を守りたいというメッセージ

を出す必要はないのでしょうか。 

 今、松田委員がちょうど社会的機運おっしゃいましたので、この危機下において妊娠す

る人が減っている中で、めでたく妊娠した人を社会として守るんだというようなスタンス

を国として示す必要はないのかなと思いました。 

 すみません、今がいいタイミングかどうか分かりませんが、発言させていただきありが

とうございます。 

〇佐藤座長 重要な御指摘で、今回の中ではとても間に合わないので、コロナ対策の中で

どういうメッセージを出すかというのは多分やられていると思うんですけれども、確かに

重要な点なので、それを伝えていただくようにすることでしょうか。 

 何かありますか。 

〇嶋田統括官 報道ベースになりますけれども、千葉の方では千葉大でコロナに感染した

場合の妊婦さんを受け入れるという体制をすぐ整備したというような報道が流れています

ので、まず自治体ベースでそういうような動きは既に始まっていると伺っているところで
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ございますけれども、非常に大きなニュースになっておりますので、そこら辺は言わずも

がなでそういう問題意識は皆さんどんな方も共有されているものだと思いますが、念のた

め、担当とか、そういったところについても確認しておきたいと思っております。 

〇佐藤座長 こういう状況だと、少し今後に影響する可能性があるかと思いますので大事

な点かと思います。やはりちょっと不安だなという意識が強くなると、せっかく子供を産

みたい、持ちたい。 

○佐藤座長 今、取り組まなければいけない課題ですけれども、多分このことは結婚し、

子供を持ちたい方の今後についてすごく影響することだと思いますので、やはり将来、安

心してもらえるためには今、取り組むというのは大事だと思いますので御検討いただくよ

うにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 ほかには。よろしいでしょうか。 

 榊原委員、どうぞ。 

〇榊原委員 ありがとうございます。 

 今後の重点項目を整理していただきまして、非常に議論の流れが見えるようになってよ

かったと思います。私たちのまずもってのお役目が、これまでの政府の施策のPDCAを確認

していくということだと思うので、これまでやってきたものを項目別に見ていくというこ

とが第一の仕事だと思うのですけれども、今回まとめていただいた中で、特に３ページ目

の「検証・評価の視点」のところが大変大事で、優れているというふうに思いました。新

しい点だと思いました。 

 とりわけ個人的に大事にしていただきたい、大事にしたいと思うのが二つ目のポツです。

当事者、若い世代の目線に立った取組になっているのかどうか、これが、実は従来の政策

が提供側、行政や、それから事業主体の供給サイドからの施策になりがちだったというこ

とをずっと見てきた立場から言うと、ここが非常に画期的なPDCAの効果を上げるポイント

になっていくだろうと思います。 

 ですから、全体を通してのお願いとも言えるのですけれども、これからこのアジェンダ

に沿って議論をしていくときに、内閣府の事務局の方で、今回はこことここを取り上げて

議論するんだといったときに、事務局の方たちがまず、では当事者の目線から見直したと

きには一体何が足りなかったのか、ここは非常に効果的だったけれども、ここはもうちょ

っと改善の余地があるかもしれないというような点も整理して出していただいたら、遠隔

でリモートの議論でも効果的にできるようになるのかなと思いまして、その点お願いした

いなと思いました。 

 例えば、「重点項目」の最初の＜ライフステージを横断するテーマに係るもの＞の最初

に「地域の実情に応じた少子化対策」というのがありますね。これは、まち・ひと・しご

と創生の取組の中で時間をかけてやってきた大事なところなので、この検証も大事だと思

うのですけれども、当事者の立場に立てば、地域の実情に応じた対策と、一方に地域横断

で必要な全国一律で必要な対策というものが、ではどうだったのかというものも多分知り
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たいし、必要になる。そうでなければ安心して転勤もできないということになるわけです

ので、ではそういったものはどうだったのかというふうにアジェンダに最初に載ってこな

いところも是非拾っていっていただくような工夫を加えていただけたらと思います。 

 以上です。 

〇佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 「検証・評価の視点」で、「これから結婚し子育てをしようとする若い世代」というの

は、いろいろな世代がいるので、これは結構大事かも分からないので、これから結婚し子

育てをしたい世代の目線、それは大事にしたいと思いますので、その点は十分検討してい

きたいと思います。 

〇榊原委員 これからだけではなくて、既に子育てしている人たちも含める。それが当事

者、子供と子育て世代というふうに認識していただけたらいいかと思いました。 

 以上です。 

〇佐藤座長 ですから、前半の「結婚・子育ての当事者や」ということも入ってというこ

とですね。ただ、これはどういうふうに我々としてそういう人たちの目線での意見を吸い

上げるかというのを検討していかなければいけないかなと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

 よろしいでしょうか。それでは、大枠はこれでいいかなということで、ただ、何人かの

方からいただいた御意見を踏まえて、事務局と少し直すところは直したいと思いますので、

それについては私の方にお任せいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 では、御了解いただいたということで、これをベースに少し今日いただいた意見で直す

という形にさせていただければと思います。 

 それでは、議題２に入らせていただきます。今回の議論の視点については既に御説明い

ただきましたので、最初に資料１、先ほどの例で言えば１枚目の「重点項目」の「地域の

実情に応じた少子化対策」というところについて、内閣府、内閣官房から順に御説明いた

だいて、その後、天野委員からもプレゼンテーションをしていただき、その後、意見交換

としたいと思います。その後、国土交通省から「住宅支援、まちづくり」について御説明

いただき、意見交換という形です。 

 そういうことで、まず天野委員の御報告が終わったところで意見交換し、その後また報

告いただいて意見交換という流れにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料２について御説明いただければと思います。 

〇泉参事官 資料２を御覧ください。今回、先ほど御紹介があったように、地域の実情に

応じた少子化対策と、子育て世帯への住宅支援・まちづくりをテーマとして取り上げてお

ります。 

 一つ目の地域の実情に応じた少子化対策ということで、少子化の状況というのは、都市、

地方、地域によってかなり大きく異なっておりまして、その要因、課題も地域差がある。

また、結婚・妊娠・出産・子育てというのは、人々の暮らしそのものであるということか
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ら、住民に身近な存在である地方公共団体がきめ細やかな取組を進めることが実効性のあ

る少子化対策を進める上で重要だというところでもございます。 

 その際、各地方公共団体において、地域特性の分析や、地域の強みや課題の見える化等

を通じて部署、分野横断的に対策を進めていくということも重要になっております。 

  また、今回は地方創生の観点からの少子化対策ということで取り上げておりますけれ

ども、少子化対策は地方創生の観点からも重要でございまして、特に最近では新型コロナ

ウイルス感染症を契機とした人々の意識、行動変容も踏まえつつ、地方への人の流れを創

出する観点からも、都市、地方や男女を問わず、若い世代が結婚・子育てをしやすい環境

の整備をどのように進めていくかが改めて課題になっていると考えております。 

 こうした問題意識を持ちまして今回取り上げるものは、結婚・子育てに関する地方公共

団体の取組に対する支援、具体的には＜内容＞のところに書かせていただいておりますけ

れども、地域少子化対策重点推進交付金事業、そして地方創生の観点からの少子化対策に

つきましては、具体的には子育て世帯や若い世代の地方への移住・定着の促進や、地域ア

プローチによる少子化対策の推進を取り上げて、関係省庁から説明を聴取したいと考えて

おります。 

 また、本日は人口動態の専門家でもあり、地方公共団体の結婚支援の現場にも携わって

こられた天野委員から、少子化対策における結婚支援の重要性や地方公共団体における結

婚支援の在り方などについてプレゼンをお願いしたいと考えております。 

 議論の＜視点＞につきましては書いてあるとおりでございますけれども、地方公共団体

の取組の面的な拡大や広域的な取組を促していくための方策、あるいはコロナ禍において

対策を進めていく上での必要な視点、若い世代や子育て世帯の地方への移住促進や分野横

断的な対策を進めていく上での取組、方策の在り方を挙げております。 

 ２ページ目をおめくりいただきまして、二つ目の議題につきましては、まさに若い世代

が子育てをしやすい環境の整備を進めていく上で、やはり居住環境の整備も必要でござい

ますし、また新型コロナウイルス感染症を契機とした新しいライフスタイルや多様な住ま

いへの関心の高まりということもございます。 

 こうした中で、子育て世帯の住宅取得に対する支援、職住近接の環境整備など、子育て

しやすいまちづくりに向けた取組、そして本年３月に閣議決定されました住生活基本計画

を取り上げて国土交通省から説明をお聞きしたいと考えております。議論の視点につきま

しては、資料に記載しているとおりでございます。 

 事務局からの説明は、以上でございます。 

〇佐藤座長 すみません。私の説明が悪くて、今日第２回の検討会の議論の視点というこ

とで、まず今日はこういう領域について検討するので、こういう視点をちょっと押さえな

がらやっていただければということでした。 

 それを踏まえた上で、各論①の一つ目、「地域の実情に応じた少子化対策について」の

議論に移りたいと思います。 



11 

 

 まず、最初に内閣府子ども・子育て本部より「結婚・子育てに関する地方公共団体の取

組に対する支援」についての説明をいただければと思います。 

○植草企画官 内閣府で少子化担当の企画官をしております植草と申します。よろしくお

願いいたします。 

 早速ですが、資料３の２ページ目をおめくりいただければと思います。 

 今、参事官の泉から説明がございましたけれども、内閣府といたしましては地域少子化

対策重点推進交付金を実施しておりまして、その内容が＜これまでの取組＞というところ

にございます。一つ目の○でございますが、地域の課題・実情に応じた結婚に関する取組、

結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組を各自治体で行ってい

るものを支援するための補助金を交付しております。 

 もう一つ、二つ目の〇でございますが、結婚新生活支援事業ということで、新婚生活に

対する新生活スタートアップ支援として、衣食住の住ですね、まず住居費がないと経済的

に大変だろうということで、その辺りの金銭的な支援が自治体で行われている場合に国と

しても補助を行っているところでございます。 

 こうした交付金の中において、結婚支援ということが一つの大きな柱としてございます。

その背景につきまして、右の＜関連するデータ＞という欄を御覧いただければと思います。

少子化が大分叫ばれて久しいですけれども、まず未婚率につきまして、50歳以上の未婚割

合が1980年には男性2.6％、女性4.45％だったのが、2015年現在では何と男性の４人に１人

が未婚となっております。一方、後ほど図１の方を見ていただければと思いますけれども、

結婚された御夫婦におかれましては２人くらいのお子さんがいらっしゃるということで、

少子化の一つの問題として結婚ができないということが大きな問題としてございます。 

 実際に婚姻件数、婚姻率につきましても、1970年度と比べますと2020年は最低というこ

とで半分になっています。100万組くらいあったのが50万組くらいになっているというとこ

ろでございます。 

 その一方で、若者が結婚したくないと思っているかというと必ずしもそうではないよう

でして、未婚者の18～34歳の方に伺ったところ、いずれ結婚するつもりと答えられた方が

９割程度で推移されているという現状でございます。 

 では、なぜ結婚できないかということになりますが、その理由といたしましては、「適

当な相手にめぐり合わない」とか「結婚資金が足りない」という事情が非常に大きくござ

いました。これらのデータを通じて、若い世代の方は、マッチングの支援を期待している

ということが浮き彫りになってきているところでございます。 

 その上で「公的な婚活支援への期待」ということですが、実は結婚支援を国がやるとい

ったときには、最初は官製婚活とも言われたのですけれども、最近はそういった議論も大

分収まりつつございまして、やはり公的な機関がある程度取り組むべきと考えていらっし

ゃる方が半分以上いらっしゃり、内訳をみても特に出会いの機会、場の提供が多くなって

いるという実情がございます。こちらにつきましては後ほど天野先生からもお話があると
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思いますけれども、社会情勢の変化等もあると思います。 

 そこで、交付金でございますけれども、毎年支援の仕方等を見直し、拡充を図っており

ます。このページの左の欄の真ん中、＜現状・進捗状況＞というところを御覧いただきま

すと、まず一つは面的な拡大ということで、自治体間連携を伴う広域的な結婚支援につい

ては、補助率をかさ上げするとか、特にAIをはじめとするマッチングシステムの高度化と

か、相談員による支援を組み合わせたものについては、自治体に対する補助率を２分の１

から３分の２にかさ上げする。あとは、結婚新生活支援事業ということで住居費の支援に

ついても年齢や年収要件を緩和しているところでございます。 

 実際はどうかということで、現状について若干御説明させていただきたいと思います。 

 資料の12ページを御覧いただけますでしょうか。結婚支援センターの状況につきまして、

設置状況ですね。真ん中の欄になりますけれども、結婚支援センターは現在７割以上の道

府県が設置しております。比較的人口の多いところ、東京とか大阪、福岡といった都市部

に設置がない状況で、それ以外のところはおおむね設置をしているところが多くございま

す。 

 実際の交付金の活用例について幾つか御案内させていただきます。14ページで、結婚の

マッチングの例がございます。我々愛媛県の事業で非常にお勧めしている事業があります

けれども、これは後ほど天野先生の方が御説明いただけると思いますので、それ以外にも

あるということで、例えば秋田県などではマッチングシステムを導入して、それと、いわ

ゆる人ですね、「結婚コーディネーター」という実際の人とマッチングシステムを両方組

み合わせて結婚支援をすることによって交際開始率が上がったという例がございます。 

 17ページを御覧いただければと思います。こちらは、結婚支援というよりは子育て支援

の方でございますが、熊本県ですけれども、LINEを活用した子育てサポートということで、

LINEに御登録いただくとその情報が送られてくるというような取組でございます。 

 21ページを御覧いただければと思います。21ページは高知県の取組でございますけれど

も、「官民協働による少子化対策を県民運動として展開」ということで、こちらは特徴と

して企業等の参画を促進するということがございます。父親の育児支援ということが言わ

れて久しいですけれども、最近は価値観も多様化してきまして、昔みたいに女性は家で男

は職場でという意識も大分変わってきていると思いますが、企業の方がやはり男性の方に

しっかりやりなさいよと言わなければ、なかなか夫の方も取り組みづらいというのがあり

ますので、こうした企業を巻き込んだ取組というのは非常に歓迎されるものと考えており

ます。 

 続きまして23ページ、コロナ禍における取組例ということでございまして、こういった

コロナ禍でなかなか結婚アドバイザーから対面でいろいろ支援をいただくことが難しい中

で、オンラインの取組などが進んでいるということがございます。 

 ２ページ目にお戻りいただければと思います。いま申し上げましたように、交付金等を

使い地方で取組を進めていただいておりますが、右の欄の一番下の＜施策の進捗状況を把
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握する主な指標＞をみていただきますと、令和２年度、令和３年度を比較しても実際に取

り組んでいただいている市区町村の数というのはほぼ倍近くなっておりまして、我々とし

ても自治体の方に大分認知度が高まっていると考えております。 

 その一方で、結婚新生活支援事業といういわゆる住居費の支援、こちらの方の伸びが大

きくございまして、確かに住居費の支援というのは我々としても非常に大事でこれからも

頑張っていかなければいけないと思うのですけれども、基本的には結婚、妊娠・出産、子

育ての切れ目ない支援をしていくことが大切ですので、これにとどまらず、幅広く使って

いただく必要があるだろうと考えております。 

 それを踏まえて、左の方を見ていただきますと、＜今後の課題と取組方針＞ということ

ですが、二つ目の〇について、地域における切れ目のない支援を促進していく必要がある

とともに、一番上の○ですね。効果的な取組を継続していただくとともに、面的に拡大を

していくということが大事だと思います。切れ目ない支援を面的に拡大していく、先ほど

榊原先生のお話にもございましたけれども、全国どこに行っても安心して子育てができる

ような環境をつくるということが大事ですので、今後交付金の制度設計をする際にはこの

辺を十分認識しながら行っていきたいと思っております。 

 その際には、三つ目の○でございますけれども、その事例の横展開を図っていろんな自

治体の参考にしていただくとともに、どんどん事業をやっていただいて、我々もそれに応

じて予算を頑張って確保していきたいと思っております。 

 内閣府からの説明は、以上でございます。駆け足でしたが、ありがとうございました。 

 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 続けて、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局から、資料４で「地方創生の観点

からの少子化対策」の推進について御説明をお願いいたします。 

○菅家内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長 まち・ひと・しごと創生本部事

務局の菅家と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 私どもにつきましては、地方創生の観点からの少子化対策というテーマをいただいてお

りますので、資料に沿って説明を進めていきたいと思います。 

 資料の２ページを御覧いただきたいと思います。少子化問題というのは、私ども地方創

生の担当者におきましても非常に大きな問題であると考えております。東京圏などへの人

口の流入が続く中での少子化ということになりますので、地方の人口の減少、特に生産年

齢人口の減少と、それから人口構成の高齢化といったことから地域、社会、経済の活力を

そぐということになる。こういう点で、地方創生の観点から非常に問題であるという認識

であります。 

 資料の２ページにおきましては「東京圏への一極集中の是正のための移住支援について」

ということを書いておりますけれども、東京圏への一極集中の是正というのは私どもにと

りまして大きなテーマの一つであります。要は、東京圏から地方への大きな人の流れをつ
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くり出していくということになるわけです。皆様御案内のとおり、毎年地方から東京圏に

進学あるいは就職という形で非常に多くの若年層、若い方々が転入をしてこられる。その

一方、地方創生の観点から東京の状況がどうかというと、若い方がたくさん集まられるの

で婚姻数自体は多いわけですけれども、結婚、出産・子育てという面においては非常に厳

しい環境にあると言われております。その証左として、東京圏というか、東京都の出生率

は全国47都道県で一番低い水準となっております。 

 こういう東京から地方に向けて若い年齢層の方々を中心に移住をしていただくというこ

とは、一極集中の是正そのものでもありますし、さらに少子化対策のベーシックな部分に

対する対応にもなるのだろうと考えております。 

 そういったことで、移住支援策に私どもが取り組んでおりますこのページの内容ですけ

れども、私ども移住支援金という制度の仕組みを持っております。これは左側の真ん中の

枠辺りにも書いてありますけれども、東京から地方に単身で移住される場合には最大60万

円、世帯で移住される場合には100万円を交付するというものでございます。 

 実際、この制度を使って移住されている方々の内訳を見てみますと、約半数が単身で移

住をされている。４分の１が２人世帯、つまり御夫婦でということになると思います。残

り４分の１が３人以上の世帯、お子さんを帯同してということがほぼ全てかと思いますけ

れども、そういう状況で、この子供さんを帯同しての移住というところが比較的少ない状

況であります。若い世代にとりましては、やはり子育てが移住を検討する大きなきっかけ

の一つになっておりますので、ここを重点的に支援して今後の地域社会を支える子育て世

代の方々の移住を推進してまいりまして、その結果として少子化にも非常にいい効果が得

られればということを期待している次第であります。 

 次に、４ページを御覧いただきたいと思います。「地方創生テレワーク」とございます。

地方創生テレワークと少子化とどういう関係があるのかとお思いかもしれませんけれども、

地方への移住を検討する際に何が最もネックというか、懸念になるかというアンケートを

取りますと、ほぼ仕事と収入が大きな問題で懸念事項であるという御意見が常にトップに

きます。これはある意味、当たり前と言えば当たり前のことなのですけれども、地方でテ

レワークをすることによってそこが解消できるのではないかと私どもは考えました。 

 都市部の企業に在籍をしたままで、その仕事、それからその収入をもって地方に移住を

してそこで仕事をするということができれば、先ほどのような懸念は解消できると考えて

おりまして、転職なき移住などと私どもは言ったりしておりますけれども、おりしも今般

のコロナウイルスの感染拡大の影響もございますけれども、右側の方のデータを御覧いた

だきますと、テレワークが確実に社会に認知され、浸透してきているという状況が見てと

れるわけでございます。個人ベースでも就業者ベースでもそうでありますし、投入してい

る企業の数も非常に今般増えた。 

 ただ、恐らくこのテレワークというのは東京郊外の方が御自宅でテレワークをしている

とか、あるいは移住を伴ったとしても東京近県に移られてテレワークをされている方もい
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らっしゃると思います。せっかく場所を問わずに仕事ができるというのがテレワークであ

りますので、そうであれば地方に移住をする、あるいは地方で仕事をするという形でテレ

ワークをさらにより大きな広がりを持ったものにしていってはどうかと考えております。 

 そこで、左側の上から２番目の箱のところですけれども、昨年度の補正予算で地方創生

テレワーク交付金というものを私ども確保しまして、これで地方でのサテライトオフィス

の整備を中心にシェアをしているところでございます。 

 それから、こういう箱物だけの整備だけでは地方でのテレワークは追いつきませんので、

何と言っても企業に自分のところの社員さんを地方に出していただくということになりま

すので、そこの御理解をいただく必要、それからそういったことに率先して取り組んでい

ただけるような企業を私どもも応援をしていくというようなソフト面での取組も併せて進

めているところでございます。引き続き、こういった面でしっかり取組をして地方への人

の流れをつくっていくということであります。 

 次に６ページを御覧いただきたいと思います。「地域の実情に応じた少子化対策の検討

の推進について」ということでございます。先ほど来お話が出ていて、そのとおりだとは

思っておりますけれども、少子化について出生率という観点から捉えますと、自治体によ

って相当差があったり、違いがあったりするわけでございます。これはなぜかというと、

ここは皆様の理解が共通しているところではないかと思いますけれども、結婚とか出産、

子育てを取り巻く状況というものが各自治体で相当異なっている。就業状況もそうであり

ましょうし、就業状況に関係すると思いますが、結婚、出産、育児に伴う経済的負担感を

どのように受け止めるかとか、あるいは地域で子育てをしていくとか、そういうような仕

組みが整っているかどうかとか、そういう様々な要因があって地域によって非常に千差万

別であるということで、それが各地のいろいろな出生率の違いにつながっていくのだろう

と考えております。 

 そうであれば、この対策というのも一律ということではなくて、まず各自治体において

自分の自治体の結婚、出産、子育てに関することを取り巻く環境の強みとか弱みとか特性

といったことをよく整理していただいて、それに応じた対策を講じていただくということ

が重要なのだろうと考えております。 

 それをお支えするような仕組みとしまして、私どもの方で「少子化対策地域評価ツール」

というものを昨年３月に策定をしたところでございます。この左側の上の箱の《令和元年

度》という辺りをお話ししていますけれども、そういった自治体ごとの地域特性の見える

化を具体的に明確化していく。それから、それを踏まえてどういう対応策を検討していく

かという検討の仕方、こういった自治体が少子化対策を検討する際に行うべき一連のプロ

セスをまとめた手引書というか、そういったものを作成しまして、今、全国の自治体にお

使いいただくべく広めているところです。今後、さらに全国の自治体における活用を推進

しまして、地域に合った少子化対策が取られることを期待しているところでございます。 

 そういう形で、地域でよく御検討いただいた対策に財源が必要であるということになれ
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ば、私どもの方でも地方創生推進交付金という形で御支援することは可能でございますの

で、それはそれで御活用いただきたいと考えております。 

 説明は、以上でございます。ありがとうございました。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 それでは、天野委員より資料５について御説明いただければと思います。 

○天野委員 天野です。よろしくお願いいたします。 

 皆様の画面の方に画像が表示されておりますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたし

ます。「統計データに基づいた有意性の高い少子化政策策定のために -少子化の真因必携

データと立ち上がる地方の自治体結婚支援-」の姿でございます。 

 「１．国の出生数激減の最大要因（最上流）は『婚姻数の激減』」「２．人口動態でみ

た『深刻化するニッポンの男性未婚化－若年女性東京圏一極集中の姿－』」「３．地方未

婚化と闘う『地方自治体型結婚支援センター』」、最後に「４．ご提言」とさせていただ

きます。 

 最初に御注意いただきたいのは、少子化統計解釈上のポイントです。少子化は出生数の

減少であり、必ずしもTFRの低下ではありません。エリアのTFRを引き上げることで少子化

がとどまるということではないということを分かっていただきたいのです。TFRの統計的性

質から、移民が非常に少なくエリア外との人口の流出入が少ない、日本という国全体の少

子化対策、すなわちマクロの少子化政策と、エリア外との間で人口が活発に動いている地

方自治体のミクロの少子化政策では、出生数に影響している要因の考え方が異なって参り

ます。 

 「１．国の出生数激減の最大要因（最上流）は『婚姻数の激減』」です。 

 1970年から2019年、すなわちコロナ禍前のデータでございます。この約半世紀の年代別

出生数、婚姻数、初婚同士婚姻数、１夫婦当たり子どもの数の推移でございます。次項か

らは年代別の人口推移の御説明になりますので、後で御確認ください。 

 再婚割合が上昇していく中で、再婚者割合、再婚件数が増えるほど出生数は負の相関で

大きく落ちていくという傾向がございます。そのような中で、団塊世代の今70歳代前半の

人口の３分の１に、団塊ジュニア、すなわちアラフィフ人口の半分未満の出生数に減少し

ております。半世紀たたずに、赤ちゃん数は半分以上の減少となったのです。 

 分析の結果だけ申し上げます。出生数は45％まで落ちました。大きく影響しているのが、

婚姻数のところになります。また、１夫婦当たり子どもの数で見ると、一見大きく影響し

ているかに見えますが、こちらは再婚割合の増加が影響しております。この影響を排除い

たしますと、１夫婦当たりの子どもの数は大きく減っていないことを御注意いただきたい

と思います。 

 初婚同士のカップル数が減った分とほぼ同割合で出生数が減少し、49年間の出生数と初

婚同士婚姻数の２データ間の関係性が相関分析で非常に強いということが言えます。 

 同期間において、TFRの計算基準となる年齢の女性人口は82.5％の減少にとどまったもの
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の、少子化対策の目的変数である出生数は45％水準にまで低下したのはなぜか。同期間に

おいて依然、夫婦は子どもを２人持っております。つまり、夫婦への子育て支援は再婚者

が増える中でも非常に奏効してきたといえます。 

 しかし一方で、半分未満まで減少したのが初婚同士の婚姻数です。１夫婦当たり子ども

の数はほぼ変わらないわけですから、婚姻数が大きく減っているところに出生数が連動す

る形で減ってしまったことが明確です。夫婦が持つ子どもの数よりも、婚姻数の大幅な減

少によって出生数は激減しております。 

 そうなると、未婚化ということが日本の少子化の一番の課題になりますが、やはり企業

様が一番気にされておられるのは、企業内で過度に婚活が推し進められた場合のハラスメ

ントへの批判になります。しかし、この半世紀でライフデザインが大きく変化した、婚姻

数が半減するほど結婚観が変化したというようなデータは出てきておりません。また、若

い世代ほど結婚願望が強いというデータもバックデータとして持っております。 

 先ほど内閣府様から御説明がありましたが、50歳時点で男性の４人にお一人、女性の７

人にお一人に婚歴がないというのが今の日本の姿です。 

 また、これからの説明のために、特に地方創生関係で注目していただきたいのですけれ

ども、晩婚化だから子どもが減ったのだということをよく言われていますが、そこまでの

晩婚化ではございません。依然、初婚同士の結婚においては27歳が男性の結婚ピーク年齢

でございます。同様に、26歳が女性の結婚ピーク年齢でございます。ここが大きく、例え

ば2015年から晩婚化したのか、というと、変わるどころかピーク年齢がむしろ若くなって

きております。そういった中で、男女ともに、結婚適齢期は一緒であるというところも後

ほどの説明の前提として、見ておいていただきたいと思います。 

 次に、「人口動態でみた『深刻化するニッポンの男性未婚化』」のお話でございます。

生物学的には、男児は女児よりも世界中どこに行っても５％ほど多く生まれます。乳児死

亡率を反映して男児が多く生まれるというのがヒトという動物でございます。しかし、先

進医療で日本の子どもたち、赤ちゃんの命は守られているという状況の中でこのような男

性人口余りのデータになっております。 

 54歳までは男性の方が女性よりも非常に多く、マッチングが課題となる20代から40代の

年齢層では各世代30万人ずつ男性が多い状況になっております。総人口で見ると女性の方

が多いかに見えますが、これは70歳以降の高齢女性が非常に多いという男女の寿命差の関

係でございます。 

 東京圏一極集中は、コロナ禍でも止まっておりません。2021年上半期の段階で東京都、

神奈川県ともに２万5,000人を超える転入超過水準で、１都３県の合計では８万人程度の20

代の若い人口が純増しているという状況がございます。 

 誰が人口移動でいなくなっているのかを認知することが重要です。コロナ禍前、2010年

から2019年の10年間計ですが、転出超過エリアにおいて、男女減少の格差がありました。

10年間で転出超過となっているのは47都道府県中38エリア、この38の社会減エリアのうち
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35エリアで女性が男性より大きく減少しております。富山、石川に至っては男性の４倍か

ら５倍の女性の減少、また、群馬県は男性増加の一方で、その増加した数の24倍もの女性

が逆に減少しているという状況を御理解いただきたいと思います。 

 そして、ただ女性が男性より多く出て行っているという認知だけでは、どの世代が減っ

ているのか、どこに対策を打てばいいのかという施策は見えてきません。ですので、年齢

別に見ていく必要があります。 

 １ページ飛ばしました。2019年までの10年間において転入超過で人口が増えているエリ

アの説明になりますけれども、増えているエリアでは男性よりも女性が増えているという

状況になっております。男女集中格差は東京圏で見ると14.8万人、男性よりも女性が増え

ている。これが転入超過エリアの10年間計の姿です。 

 さて、どこの世代が減っているのかというところを見定めなければいけないですね。実

は20歳代前半が減少人口の約６割を占めているということに気づいていただかないといけ

ません。そしてこれに10代後半人口等を含めてもほとんどが未婚者です。家庭は持ってい

ません。そして、主に就職期に人口が移動していることが分かります。日本における人口

集中、そして集中の男女格差は労働市場格差がその誘因ではないかということを示す明確

なデータだということが言えると思います。 

 日本の過疎と過密の問題は、20歳代前半人口の移動が６割です。ほぼ未婚者の移動とい

うことが言えます。ここで先ほど御説明した男女の結婚ピーク年齢を思い出していただき

たいのですが、女性26歳、男性27歳の結婚ピーク年齢の前に未婚者が大きく移動するとい

うことが、やはり婚姻にむけたマッチング形成の阻害要因にはなっております。ですので、

この人口移動が未婚化の更なる加速要因、しかも移動人口の男女のバランスが非常に悪い

ということが、さらにマッチングしにくい構造を生み出します。地方の過疎と首都圏の過

密問題というのは未婚化問題を併せ持っているということです。 

 そして、それが20代前半人口で主に６割起こっているわけですから、労働市場の格差の

是正、そして男女の転出超過数に大きな差があるということは、男女の労働市場の格差の

是正なくしては地方創生、地方少子化は解消し得ないということを認知していただきたい

と思います。 

 こちらを見てください。20代前半の女性が一番減っているということで、この女性の５

年間の累計の転出超過、転入超過と、それから出生数の５年間の状況を見ています。そう

すると、明らかに女性を多く集めたところほど出生数を大きく持つことができるというこ

とができています。 

 こちらは後ほど確認しておいていただければと思いますけれども、日本のライフデザイ

ンを統計情報から可視化したものですね。こちらが示す今の若い子たちのライフデザイン、

統計が示す実態に基づいた施策を打っていただきたいということでございます。 

 このような中で、地方というのは男性余りが加速しています。そこで、「地方自治体型

結婚支援センター」が大きな役割を持つようになって参りました。地方未婚化解消の壁は
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地方創生の課題も含んでいます。というのは、転出超過しているのは20歳代前半の独身者、

結婚をまだ考えていない男女です。18歳から34歳までの男性の７割、女性の６割が交際相

手もいないという人口問題研究所の調査結果も出ています。彼女、彼氏がいないまま地元

を出て行くわけです。そして、男性の1.4倍の女性が転出超過エリアから移動により消失し

ています。 

 先ほど内閣府様から、ロールモデルとして愛媛県の話が挙がっていました。愛媛県様の

センターとは４年間、データ分析でお付き合いをさせていただいています。交付金事業に

よって、IT婚活、ITマッチングをいち早く始めた県です。今この交付金事業による愛媛の

システムを横展開する形で21県が使っています。えひめ結婚支援センターではその効果が

出ておりまして、成婚が1,200組を超えていて、交際カップルは延べ１万6,000組を超える

というところです。 

 ただ、この突出した成績には理由があります。えひめ結婚支援の目標の一つは、後継者

の未婚による黒字倒産企業増加の阻止です。東京都と違い、20人以下事業所が何と９割を

占める愛媛県、ほかの地方自治体もそうでしょう。そういったところにとって、子どもが

生まれないことではなく、そもそも跡取りが結婚していないということが今、大問題にな

っていて、その結果黒字のまま倒産する見込みの企業が増えています。 

 結婚支援イベントをイベント実施する協力企業が210社、それから、そのイベントを自社

の従業員などに宣伝してくれる応援企業が550社、そしてサポーターと言われる無償ボラン

ティア支援員の方が270人おられます。こういった企業協力を得て、コロナ前は月20回のイ

ベントの開催を実現しておりまして、延べ７万8,000人がイベントに参加されています。加

えて、国立情報学研究所、愛媛大学の協力でITマッチングの手法の先駆的導入などにより、

どんどん開発を進めるという形で、ITを利用したお見合い成立件数も１万件を超えていま

す。 

 愛媛県独自の特徴として、最近また新しく展開されているのですが、県がセンターに結

婚支援事業を委託するだけではなく、市町も委託しています。有人島が36ある愛媛県なの

で非常に結婚が難しく、県単位のみで企画すると、きめ細やかに支援ができません。一方、

市町単位でのみで企画すると、いわゆる狭い世界の話になって男女数の差も出てまいりま

す。地元の狭い世界での考え方とは合わないといったことで結婚が進まないという方もい

る訳で、県と市町の両方から結婚支援を進める形を取っておられます。 

 また、無償ボランティア270人の存在というのが実はすごい強みになっています。法人会

が県の委託事業として実施している県が実は他に６県あるのですけれども、これほど傑出

した成績は出ていないのです。なぜかというと、無償で支援して下さる支援員の存在、が

大きいのです。無償で支援していただけるという状況下では、いわゆる利用者さんからの

支援員への無茶な要求やマウントが少なくなります。有償であると、金を払っているんだ

からこうしろ、ああしろと言ったことが起こるわけですが、それがほぼない、というとこ

ろが円滑な支援活動を支援員の皆様が進めておられる原動力になっています。 
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 えひめ結婚支援の今後の課題ですけれども、こういった支援者さんたちには私が今、一

生懸命データを提供させてはいただいているのですけれども、やはり実際のマッチングの

現実を知らないで自らの時代観で結婚とはこういうものだ、的なハラスメント、押しつけ

をしないように、令和時代のマッチングがどういう状況にあるのかということを勉強して

いただく必要がございます。そういった費用は、現在は法人会負担になっています。 

 それから、先ほども申しましたけれども、一極集中が進む中で若い世代の男女人口のバ

ランスが非常に悪く、そういった中で県内だけで結婚支援を行うことには限界がございま

す。そこで、県を越えたマッチングの必要性が拡大しているということになります。 

 最後に「ご提言」です。「正確な少子化統計の知識啓発を」、お願いいたします。いま

だに婚姻数の激減が出生数を大きく引き下げていると気づいておられない自治体が多いで

す。TFR2.07というのは、エリア内の女性の数が変わらなければ出生数は親世代人口と変わ

らないという話であって、自治体によってはTFRが８を超えても親世代人口より出生数が落

ちるようなところが出てきております。女性が県外へ出て行ってしまうこと、いくらエリ

ア内に残る女性が産んで下さったとしても、一人の女性が産める、又は欲しい数には限界

がありますので、全体の出生数は下落します。ですので、そういう縮小再生産のループに

陥らないような未婚化の支援が大切です。そして未婚化を支援することを重視すると必然

的に、女性が地元から男性よりも多く出て行っていることが大問題だ、ということに気が

ついていただくことができます。いえ、気が付いていただきたいというところをお願いし

たいと思います。 

 子育て支援に注力されているだけだと、ここに気づけません。それでは既存の地元労働

市場を前提とした子育て支援にとどまるため、労働市場における入口問題を問題視する必

要がないからです。 

 「ご提言」の２です。「地域経済活性化の視点からの結婚支援を」お願いいたします。

人口問題というのは単純な子どもの人数の問題ではなく、その地域のベースとなる経済だ

ったり、社会保障水準だったりすべての社会基盤のベースの問題になります。そこに気づ

いていただく。特に企業様に気づいていただくというところになります。 

 地元限定で考える、何か地元の中で解決しないと、という考え方が地方において非常に

強いのですけれども、それでは男性の未婚化は解消しません。男性の孤独死だったり、介

護離職だったりが多発する社会を今、地方はつくり出している状況です。 

 ただし、結婚を支援すると言っても古い家族価値観に基づく労働市場では女性は戻って

きません。昨日、24人の地方から首都圏に集まる25歳までの若い女性にインタビュー調査

をしました。ある地方の移住定住を目指すプロモーションビデオを見ていただいたところ、

子育て支援してくれるのはいいけれども、私たちが得たキャリアを活かせる話というのは

このビデオのどこにあるんですか、という厳しい質問が高校生の女性からでておりました。

2020年の４年制大学進学率ですが、女性は51％と男性の57％に追いつく時代になり、その

ような中で、キャリア支援なく子育て支援だけをしていただいても全く彼女たちは惹
ひ

かれ
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ないということに気がついていただきたいと思いますし、女性のみならず、18歳から34歳

までの若い未婚男性における専業主婦と結婚したい願望の方は10.1％しかいないというこ

とにも気がついていただきたい。古い家族価値観に基づく改革は女性のみのためならず、

でございます。 

 そして、遠隔マッチングですね。やはり遠隔地のやりとりなくして未婚化の解消は現行、

非常に難しいので、特に地方ほど、IT環境の向上の整備をお願いいたします。 

 御清聴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した。 

 それでは、これまで御説明いただいた内容について、御意見なり御質問があればどなた

からでも出していただければと思います。 

 では、駒村委員お願いします。 

○駒村委員 ありがとうございます。 

 お三方の話は非常に一貫性があるというか、天野さんの御報告から逆に考えていくと、

まず天野さんは今お話の中で改めて地方の自治体や企業の意識改革というのが必要である

というお話を最後に確認されたと思います。 

 それで、やはり圧倒的な問題というのは今お話があったところでの私の理解は、婚姻率

の低下がこの背景にはあるのだろうということで、男女のミスマッチですね。地理的ミス

マッチが非常に深刻になっているということで、地方は男性が非常に言い方としては過剰

供給という状態、むしろ女性の過少供給になっている。この状態だと、マッチングを幾ら

やっても、もともと女性が不足しているので、なかなか成立はしないので、若い女性に地

方に来ていただきたいんだけれども、その魅力づくりというのがなかなか大変だ。 

 ただ、今の学歴の話とかキャリアの話を考えていくと、女性自身に上昇婚の傾向があっ

たりすると、果たして地方にいる男性に魅力を感じてくれるのかどうかとか、地方にいら

っしゃる男性の収入をどう評価するかとか、この辺が非常にネックになってくるのかなと

感じました。この部分のミスマッチはどうなっているのか。そこが一つです。 

 その上で、都市部の若い、特に女性が仮に偏っているという話だとすると、一連の施策

にどういう効果があるのか。それは今のままでいいのかという話になってくるのですけれ

ども、例えばまち・ひと・しごと創生の方の移住支援は、実績は何人くらい単身で移住さ

れている人がいるのかという実績を教えてもらいたいと思っています。 

 それからもう一つ、提案の方であった結婚新生活支援事業の充実という点です。内閣府

の資料の２ページですけれども、これも実績はどのくらいで、これは補助率のところの部

分がいま一つよく分からないのですけれども、補助率に関して２分の１から３分の２とか

あるわけですが、もう少しこの辺はどういう条件がついたら補助率が上がるのか。極端に

言えば、もっと補助率を上げれば事業を採用する地域が増えるのか。地方で暮らしやすい

安定した生活ができるという点で、少なくともミスマッチの問題があるとしてもより若い

カップルが経済的、安定的に暮らせるような政策というものにもう少し重点を置けないか。 
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 先日、厚生労働省の方で人口部会があって、その中で各国のコロナ禍の出生数の変動に

関しての資料が出ていたのですけれども、その中で気になったのは、日本も含めたいわゆ

る家族型モデルと言われているような国ですね。これの出生数の低下がやはり著しくて、

一方、社会モデル、家族、若い人々が様々な給付で多少の経済変動があっても安心できる

ような施策をやっている北欧の国、これは時期によって減っているタイミングもあります

けれども、押しなべてコロナ禍でもそんなに出生数は下がっていない、あるいは改善して

いるような国もあるということを考えると、もう少し政策全体をどういうモデルで考えて

いくのか。従来の家族型、伝統型的なモデルで押していくのか、それとももう少し公的支

援を充実していく社会モデル的な北欧モデルの方にしていくのか。 

 もちろん、この辺はどういう政策をやるとコロナみたいな状況を乗り越えるほどのレジ

リエンスを持てるのかというのは科学的、統計的に検証しなければいけないのですけれど

も、全体を通じたモデル感というものが従来の伝統家族型モデルでいくのか、もう少し社

会というか、公的役割を所得保障、生活費保障の部分でウェートを置いていくのか、全体

を通じてどちら側を指向しているのかがちょっと分かりづらかったので、その辺は議論し

たいと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 最後の点は、榊原委員の方から提出ということで後ろの方にあります第20回の社会保障

審議会人口部会で出た資料が多分、今、駒村委員が言及した資料だと思いますので、見て

いただければと思います。 

 先ほどの実績などがもし分かれば、分からなければ後でも結構です。 

○植草企画官 内閣府でございます。先生、ご質問ありがとうございました。 

 まず補助率の関係でございますけれども、資料３の11ページを御覧いただければと思い

ます。こちらは地域少子化対策重点推進交付金の全体のメニューを書いた図になるのです

けれども、その中で（２）の「結婚新生活支援事業」ということで二つございまして、補

助率が３分の２になるのは一つ目の都道府県主導型市町村連携コースということで、取組

の面的な拡大を図るために都道府県が主導して管内の市区町村を巻き込んで事業を実施し

ていただくときには補助率が３分の２になるということでございまして、これは都道府県

が主導するということに加えて、実際に支援を受けた世帯の方にセミナーの受講義務が課

されておりまして、そちらも併せて条件になっております。それ以外のものが一般コース

ということで補助率が２分の１ということになってございます。 

 次に、実績でございます。まず都道府県主導型市町村連携コース、補助率３分の２の方

でございますけれども、令和３年度の執行分で７億弱ございます。 

 一方、一般コースの方ですけれども、こちらは令和３年度の執行分でございまして、４

億5,000万程度でございますが、実はこちらの方は手を挙げた自治体さんがかなり多うござ

いまして、応募に対して交付決定の方を大分削らせていただいたという状況がございます。 
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 実績については、以上でございます。 

○佐藤座長 例えば４億というのは、大体この金額であれば正確ではないけれども、おお

よその利用者数が分かるということですね。 

○植草企画官 事業数でいきますと、最初の市町村連携コースの方が142事業です。それで、

額の方は逆になってしまうのですけれども、一般コースの４億5,000万円の方が396事業と

いうことで、こちらの方は事業数が多くて先ほど申し上げましたように額が少ないという

ことで、自治体に回るお金が減っているということで、自治体の持ち出しが実際は多くな

っているということもございます。 

○菅家内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長 まち・ひと・しごと創生本部で

す。先生からの御質問にお答えします。よろしいでしょうか。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○菅家内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長 移住支援事業の実績ですけれど

も、様々な形で地方に移住している方はもちろんたくさんいらっしゃるわけですが、この

事業を活用して移住した方というのは現時点までの実績で約840人ということになってお

ります。それで、この半分が先ほど申し上げましたとおり単身ということですので、恐ら

くこの中で言うと400人ちょっとということになろうかと思いますけれども、要はその単身

の中で男女の比率がどうかということも一つの関心かと思いますが、そこは今、手元にデ

ータがないのですけれども、推察しますに、東京から地方に転出される男女別で見ると、

往々にして男性よりも女性の方が少ないという傾向が見てとれますので、先ほど申し上げ

た数字の中でも恐らく女性の方の比率というのは男性よりも低いのではないかと推測され

るところでございます。 

 以上です。 

○佐藤座長 松田委員が手を挙げられていましたか。 

○松田委員 松田です。発言の機会をいただきましてありがとうございます。 

 内閣府様、内閣官房様、天野様、非常に重要なポイントについて御報告いただきまして

誠にありがとうございます。私の方から少し視点が違うかもしれませんが、まず我々の研

究から分かっていることを一つ申し上げて、その上で今の点に対して幾つかの示唆を申し

上げさせていただければと思います。 

 まず、我々は、私と共同研究した人とですけれども、どのような地方自治体の少子化対

策、子育て支援が出生率に影響しているかということを研究してきました。そこから出て

きた知見というものは、ある一つの施策を重点的にやっているのではなく、幅広い施策を

行っているところはそうでないところよりも出生率の回復が有意にプラスである。これは、

今日の内閣府様の資料で言う面的な拡大という言葉と同じであるか違うか、ちょっと分か

りませんけれども、イメージとしては幅広い人に結婚、子育て支援をしていくということ

がその自治体においては恐らく必要なのだろうということだと私は解釈しております。 

 そこから、本日御報告いただいた点について幾つか述べさせていただきます。 
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 まず、そのためにはできるだけ多くの自治体におきまして結婚、妊娠・出産支援を幅広

く行うということが大事ではないかと思います。これはベースと呼ばせていただければと

思います。そのベースの一つに、今日天野様が詳しく御報告いただきました結婚支援も入

るのではないかと思います。その上で、幅広いベースがある上で自治体に応じて特にここ

が必要だということを強化していく。そこが地域に応じた少子化対策となるのではないか

と思います。 

 繰り返しますが、このベースを幅広くやらずに、あるところだけ地域に応じていると言

って重点的にやるということが望ましい少子化対策ではないと思います。 

 そのために、２点目です。手短に申し上げます。政府に求められることと自治体に求め

られることですけれども、政府におかれましては幅広いメニューをやはりしっかりそろえ、

それを各自治体に広めていくことが必要ではないかと思います。そこにはもちろん繰り返

しますが、結婚支援も入るのではないかと思います。その上で、各自治体が裁量でプラス

アルファですとか重点的なものをプラスアルファできる。そうした交付金などの設計が望

まれます。 

 自治体におかれましては２点ですけれども、１点目は自分の自治体の特徴をやはり分析

するということが大事ではないかと思います。それに関しては、今日まち・ひと・しごと

様の方から報告の中にありましたが、少子化対策地域評価ツールはやはり有効なツールに

なると思います。私は１度この勉強会に参加したことがありますけれども、自治体様によ

りましてこうしたツールを使いまして自分の自治体を評価して、それで客観的に評価の状

況を知った上で、ではどういう少子化対策を、という動きにつながっていく。これが望ま

しいのではないかと思います。 

 ただし、その際に繰り返しますが、各自治体の皆様におかれましては必要なメニューの

ベースがそろっているかどうか、これをいま一度確認された方がよいのではないかと思い

ます。 

 私からは長くなりましたが、以上です。 

○佐藤座長 各自治体の実情に応じてですね。それも総合的で、もちろん土台として結婚

支援というのは大事になるけれども、結婚支援と総合的な対策は必要だというお話だった

と思います。 

 村上委員、お願いします。 

○村上委員 ありがとうございます。 

 天野委員のお話と、駒村先生の社会モデルというお話を受けて、まち・ひと・しごと創

生本部さんに質問なのですけれども、移住ということにすごくスポットを当てられている

というのは、それはそれでよく分かるのですが、仕事の創出という観点で何かないのかと

いうところと、あとは女性のキャリアを地方に、例えば国立大学、阪大とか京大とか東大

とかに来て地方に帰って地元で就職してキャリアを上げたいというようなイメージをした

ときに、地方公務員とか教員、あとは介護福祉、医療、そういったヘルスケアとか教育と
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いうのは全世界、先進国で女性のキャリアとしては必ず多い分野ですけれども、こういっ

た分野で今すごく非正規の問題が大きくなっていて、非正規の教員とかですね。 

 つい最近の学校の定員数を増やすという件で、地方自治体には非正規の教員を増やさな

いようにというお願いをするということは文部科学大臣もおっしゃっていましたけれども、

例えば非正規公務員問題ですね。 

 あとは、地方においてどうしても女性が多いというところにスポットを当てたような議

論というのはないのか。例えば、省庁移転などはテレワークもできないのかという感じも

しますけれども、ああいったものがないのか。 

 今のお話は全体的にすごく企業頼みというか、移住したいなと思いついた人頼みという

感じがして、自らできることは労働市場の観点でないのかなというのが質問でございます。

ですから、施策はこれだけで柱はよかったのでしたかということでございます。 

 もし時間をお許しいただけるのであれば、冒頭、全体の検討のところで申し上げられな

かったことがございまして、よろしいですか。 

○佐藤座長 はい。 

○村上委員 今日というか、これから検討会で何をするのかというところが私もちょっと

ふわっとしていたというか、何を具体的にアウトプットとしていくのかというところをす

ごく言葉にできていなくて、今日は事前に資料を提出することができなかったのですけれ

ども、先ほどの冒頭のお話を伺って、今、即席で作ったのですごく汚いのですが、こうい

うことを今、検討するべきということだったのでしょうかという質問でございます。 

 これは、取組、今回のテーマの方が緑のところにしています。それで、横軸に評価の視

点、これが先ほど重要だとおっしゃった客観的な話なのか、目指すべき成果に照らした、

私はここの意味がよく分かっていないのですけれども、評価の視点があって、当事者なの

か若い世代なのか、それぞれの目線で見たときに結婚支援の今の取組が、例えば５点満点

で満点をつけていいのかどうかとか、成約していたら満点なのか、交付金を例えば100万円

当たりで何組できていたらいいのかというようなことは一体どこで決まっているのでしょ

うか。このオレンジの採点基準ですね。これは何なんでしょうか。ひょっとしたらそれが

役割、お役目なのかというところをお尋ねしたいと思います。 

 これはちょっと考えただけでも、私も普段企業の環境社会ガバナンス関係の非財務的な

評価の視点、採点基準をつくって何点、何点という仕事を日常的にしている身から申し上

げますと、今、本当に評価の視点はもっとブレイクダウンしてきっちりやらないと、何を

評価しているのか分からない。結局、あるデータに基づいて評価するしかないということ

になってしまいそうな気がすごくしていて、ここはどうなのでしょう。これは全体に関す

る質問で、後になってしまって申し訳ありませんけれども、以上でございます。 

○佐藤座長 では、評価の方ですが、基本的に事務局として後半の方はこんなものを最終

的にはやろうということでいいんですか。 

○泉参事官 今回、評価の視点ということで、まずはこの前の議論を踏まえてこういうと
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ころを見ていきたいということで整理させていただきましたけれども、また中間評価に向

けてこういう視点をどういうふうに反映させていくか。さらに、どういう形で各回にこれ

を織り込んだ形にしていくかというのは座長ともよく御相談させていただければと思いま

す。 

○佐藤座長 前半の方は地方で女性にとって魅力的な仕事、キャリアをつくるというよう

なことの取組ということですけれども、何かあればお願いします。 

○菅家内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長 村上委員からお話のありました

仕事の創出、これが非常に重要だということは論を待たないところでありまして、私ども

の組織の名前もまち・ひと・しごとということでありまして、仕事は先ほどのいろんなア

ンケートの結果でもそうなっていますと申し上げたとおり、まず仕事がありきで、その上

での移住ということになるのだろうと考えます。そうなると、結局地方でどういう質の高

い仕事、雇用をどんどん生み出していくかということが課題になるわけです。 

 ここは、恐らく二つ目の村上委員のお話になった論点とも関係してくるのですけれども、

地方は地方でいろいろたくさん仕事がありますよとおっしゃる方が多いんです。 

 でも、地方に東京とか都市部から行こうかなという人がイメージする、あるいは就きた

い仕事との間に非常なマッチングの違いがあります。都市部でそれなりの仕事、収入が得

られている方は、やはりそういった仕事を地方でも探したいということなのですけれども、

地方においてたくさんある、あるいは足りないと言われている仕事は、先ほど村上委員が

おっしゃったようなものが実は多かったりしているので、そことのマッチングがうまくい

っていないということはよく言われるところであります。 

 これを解消するためには、やはり地方においていかに質の高いというのは、結局生産性

に関わってくるわけですけれども、生産性の高いしっかりした所得を確保できる仕事を生

み出していくことができるかどうか、これにある意味かかっていると言っても過言ではな

いと思います。これは、なかなか言うにやすく行うに難いと申しますか、まさに経済産業

省、国土交通省、農林水産省、地方における主要産業に関わるような省庁のメインの政策

課題でもありますし、そういったところが非常に力を入れて全力に取り組んでいるわけで

すけれども、そういった役所とも連携しながら私どもできることは全てやってまいりたい

と考えております。なかなか簡単な問題ではないのですけれども、そこが最も重要な点で

あるということは村上委員がおっしゃるとおりかと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 それでは、榊原委員、それから最後に天野委員どうぞ。 

 では、榊原委員お願いします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 皆さんの御説明を聞いて、いろいろな課題がクリアになったなと思います。特に天野委

員がいろいろ整理してくださいまして、最後に挙げられた今後の課題のところは私も同じ

ような認識を持っています。 
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 特に３点目のところですね。古い家族観に基づく地域の価値観が実は若い女性を遠ざけ

ているというのは、私もいろいろな専門家の話を聞いたり、自分でも取材をしてきて、こ

こは実は大きいなと思っていたのを天野委員のプレゼンの中でも御指摘いただいたと思い

ます。つまり、男女で移住や流出のインセンティブが違うという点をクリアにしてくださ

って、その分析をきちんとした上での適切な対処が必要ではないか。ひっくるめて若い人

はという対応が実は効果を薄めているのではないかというところが非常に重要な御示唆だ

ったと思います。 

 この点をSDGsのワードを使えば、ジェンダーギャップの問題ですよね。実は、まち・ひ

と・しごと創生の取組が始まったころ、国立社会保障・人口問題研究所の国際調査の担当

の部長であった林さんが非常に興味深い分析を既にされていて、地方でジェンダーギャッ

プが大きい。つまり、議会の女性比率が非常に少ないところほど女性の流出が大きく、戻

ってこないということを既にデータを基に分析されていました。そういったような、では

地方はあと何を努力すればいいのかというところの示唆がそこにかなりあるなと、その中

で労働市場の改革とか、ITをもっと使ってということがさらに生きてくることになると思

うので、是非内閣府の方は男女別、特に若い女性にフォーカスをした分析を今後もっと深

掘りしていただく必要があるのではないかとプレゼンを聞いて思いました。 

 それから、結婚が出生と結びついているというのは周知の事実であるので、そのとおり

だと思うのですけれども、実は結婚のうち、御存じのとおり３組に１組が離婚になるとい

うのが日本の現状であるということを考えたら、結婚にうまく至るためのサポートと同じ

くらいの厚みで、結婚後のアフターケア、結婚が破綻せず、幸せに運営できるようにする

ためのサポート、そこが取材をしてきてもほとんどどこでも行われていないのではないか。 

 例えば、男性が幸せに安心して育休が取れ、よい家庭人となっていくための手助けがほ

とんどの場所で行われていないように感じていますし、今DVとかハラスメント、モラハラ

などが家庭内で起きているのをどう止めればいいのかというのは当事者にも分からなくっ

ている。そういった結婚後アフターケア、結婚後の破綻防止のためのサポートも実は同じ

くらいの注力が必要であろう。そういうことをすることで、幸せな結婚が増えれば、若い

人たちの結婚に対するイメージが変わるはずなんです。 

 首都圏の女子大生と授業などで関わっていても、実は女子大生たちがなべて言うのが、

結婚、出産は否定しないけれども、そうすると私の人生は終わるよねと今は言うんです。

何なのかと思ったら、彼女たちはSNSで上の世代の生のつぶやきを聞いているので、メディ

アなんか見ていなくて、その世代が、結婚してこんなことが起きるなんてとか、出産した

らこんなこともできなくなってああいう自由も奪われたというような非常にリアルなつぶ

やきを聞いてしまっているんです。 

 そのつぶやきが、やはり結婚してよかったわ、子供を持ってこんなに幸せになった、カ

ップルってとてもいいよねというつぶやきに変わるような働きかけをどうやって政策でや

っていけるのか。そこが今、問われている。特にSNS世代に響いていくような政策という意
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味ではそこが大事だと思ったので、ちょっと付け加えさせていただきました。 

 あとは、駒村委員が言及してくださった人口部会のデータですね。データを見ていただ

ければ分かるかと思うのですけれども、駒村委員が御指摘くださったように、なぜコロナ

禍での死亡数が少なかった日本や東アジアで出生数の減少が著しく、コロナによる死亡数

が多かった西ヨーロッパや北欧ではＶ字回復のようになって出生数が戻っていったのか。 

 ここの分析も非常に大事で、まだ政策との関わりなどができていないと思うのですけれ

ども、国立社会保障・人口問題研究所の人口動向研究部長の岩澤さんが分析されている中

で、結婚した世代に係る負荷が日本ではほかの国に比べて大きいということを、国際調査

を基に指摘されています。 

 つまり、経済的な負担、親になったらあれもこれも我慢しなさいという負担、そういっ

たところが実はコロナの中でより重い負担感になってしまったのではないか。こういった

分析も、是非データに基づいて今後やっていただきたいと思いますし、ここまでのエビデ

ンスを基にした素人ならではの感覚では、北欧型のモデルというものをもうちょっと積極

的に検討する必要があるのではないか。冒頭で大臣がおっしゃったように、実効性のある

政策への議論をこれまでよりも、より大胆にというふうに御指摘されるのでしたら、財源

も含めた政策の議論ということもできていったらいいかなと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 あとは、２番目の結婚後、幸せな結婚を続けられるかということで言うと、

多分男性、女性の先ほどのジェンダーギャップにつながるようなことも残っているんです

よね。それは結構大きいかなと思います。 

 前田委員は、特にいいですか。 

○前田委員 では、駒村委員、榊原委員からお話もありましたので、やはり今回のコロナ

の影響です。この前の会議でも言わせていただいたのですけれども、子育ては親の責任、

自助ということだと、やはり個人ではリスク回避で出産を先延ばしするということでコロ

ナの打撃もすごく受けたと思うんです。 

 しかし、子供が生まれるということは社会保障制度とか、いろいろなことを考えますと、

社会の全員にメリットがあるわけです。そういう意味でも、今回のコロナを奇貨として親

の自己責任、子育てはあくまでも個人で持ってもらうのは無理だということを理解する。

子供を育てるメリットは全世代、子供を産まない人にもあります。子供を産まない人が安

心して暮らせる社会になるためにも、次の若い世代が育たないと社会が続いていかないわ

けですね。そういう子供を産む価値や意義は社会全体に波及する。だから子供には思い切

って社会的に投資してもいいんだというような機運を盛り上げていかないといけないと思

います。これは私が行政に携わっていた頃から保育園を造るときの反対運動や子育て世帯

の医療補助を増やそうとすると高齢者からの反対があるとか、自分の損得で子育て世帯へ

の応援を反対する人はまだ多いんです。しかし子供への投資が日本の未来への投資だとい

う機運を盛り上げるということと、今回少子化対策、このプランは５年ごとですけれども、
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計画の途中でこういう危機が起こりましたので、最初に申し上げましたように強いメッセ

ージを出さないといけないと思います。こども庁の議論もありますけれども、子供を産み

育てることが不安だという感覚が若い世代に広がっていますので、何らかの強い動きが必

要だと思っています。 

 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す。 

 それでは天野委員ですが、一つだけ天野委員に最後にお時間を取って話していただきま

すが、提言の１のところですね。既婚者支援だけではなく少子化の背景は未婚とあるので

結婚支援が大事だ。これは誰が理解していないのかということなんです。基本的に政府の

少子化対策もこれを踏まえてつくっていると思うので、そうすると自治体の職員に理解が

ないのかとか、誰が理解していないのか、ちょっと御説明いただくといいかと思います。 

○天野委員 まず佐藤先生の御質問ですけれども、自治体でのご理解は本当に低いという

状況になっております。国は一生懸命御説明されておられると思いますし、私も内閣府様

の地域少子化の事業に2017年から関わらせていただいて、自治体への御説明を一生懸命さ

れておられる姿を知っているのですが、やはりその重要性を喫緊の課題としては御理解い

ただけていないというところですね。なぜかは分かりませんが、私は地方創生に関するお

仕事を複数のエリアよりご依頼いただいておりまして、様々な意識調査等のお手伝いをさ

せていただいておりますが、やはり実感として、自治体単位となると課題への深刻さの御

理解というのは極めてよくないという状況になっております。勿論、個人単位ではその課

題の深刻さについて深く理解がある方も少なくなく、故に調査の御依頼をいただいている

次第です。 

 次に、榊原先生の方から出ていた離婚についてのお話しがございましたので、統計的な

状況を御説明します。若い人口が東京に集中しておりますので、結果的に実数ベースで婚

姻数がたくさん東京都で発生しております。それに対して、相対的に東京都における離婚

数は少なくなるわけです。ですから、離婚届数を婚姻届け数で割った離婚率という意味で

いくと東京都は圧倒的に少なく、全国最下位でございます。 

 それに対して、例えば高知県、和歌山県など離婚率が約５割にもなります。なぜかとい

うと、若い世代が出ていくことで当然ながら新規の婚姻数が少なくなります。一方で、古

い価値観をベースに結婚した結婚後10年くらいの男女の離婚が現在一番多いわけですが、

古い価値観に基づく結婚にはもう耐えられないと言って離婚する夫婦が、婚姻数に比べる

と相対的に多発することになります。このような人口移動の影響もあり、地方では離婚率

が５割を超えるところもでてくるわけです。結婚の話に対して離婚の話が５割に達するよ

うな、そんな社会の姿を見て、それでも結婚したいと地方の若い子たちが思うのかという

状況が今、地方部で出ているということを御説明させていただきたいと思います。 

 それから、駒村委員から御指摘いただいたところですが、若い世代の結婚観を示すかの

ような婚姻統計のデータがございます。先ほど初婚同士の結婚において男性は27歳をピー
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クに結婚しているということを言いましたけれども、このうち20代前半の男性の４割が年

上の妻を選んでいます。20代全体でみても、31％が年上の妻です。 

 また、人口問題研究所が５年ごとに行っている出生動向基本調査の既婚者調査の最新の

データ、2020年の詳細データは現段階で私の方では入手できていないのですけれども、2015

年の統計では、既に高卒の男性の55％が自分より学歴の高い女性と結婚されています。 

 つまり、成婚に至った男女の結婚の形をみると、若い世代の結婚観がここまで変わって

いるのにもかかわらず、労働市場、特に地方におけるそれが全くついていけていないとい

うところが私は問題だというふうに、御指摘させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 まだまだ議論したいのですが、もう一つテーマがありますので、すみませんが、次に各

論①の二つ目に移らせていただければと思います。「住宅支援、子育てに寄り添い子供の

豊かな成長を支えるまちづくりについて」、議論したいと思いますので、国土交通省住宅

局から資料６の説明をお願いいたします。 

○皆川国土交通省住宅局住宅政策課長 国土交通省住宅局住宅政策課長をしています皆川

といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料の方は、共有できていますでしょうか。 

○佐藤座長 できています。 

○皆川国土交通省住宅局住宅政策課長 では、こちらに基づいて時間もありますので御説

明させていただきます。 

 まず１枚おめくりいただきまして、この大綱に係る住宅施策、まちづくりについてでご

ざいます。これは所与の様式ということでお伺いしておりまして、左上の方に＜これまで

の取組＞ということで、住宅の取得というのは持ち家の対策、ファミリー向けの賃貸住宅

の供給、それから賃貸住宅でもそれぞれ皆さん個人で建てられるものもございますし、民

間のものもございますし、公的な賃貸住宅、公営住宅ですとかURといったものもございま

すので、それらをいろいろミックスしながらこれまでやってきたということでございます。 

 ＜現状・進捗状況＞は、後ほどそれぞれ事業を御説明しますので割愛をいたします。 

 左下の＜今後の課題と取組方針＞ですが、少し先の話になりますけれども、私どもとし

ても【子どもを産み育てやすく良質な住宅の確保】は大事な政策課題だと考えてございま

す。こちらにつきましては、例えば一番上にありますような子育てしやすく、又は家事負

担を軽減するようなリフォームの促進、それからテレワークといった新しいものに対応し

ていくことも大事だと思ってございますし、３番目にありますような駅近等の利便性重視

というところもございますので、できるだけ子供の人数とか生活状況に応じたような住替

えもしやすくするといったこと、それから最後でございますけれども、やはり子育てをし

ていく上では防音とか、そういったところも大事になりますし、家庭だけというよりは地

域での子育てということも大事な視点だと思いますので、保育・教育施設、あるいは医療
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といったところへのアクセスについても賃貸住宅の整備の中で考えていくといったことを

してございます。 

 右側は、まちづくりという面的な考え方でございます。住宅団地の建替えというものが

ございますけれども、こういった公営住宅とかURといったところは敷地に少し余裕がある

ところの建替えもございますので、そういったものの建替えに合わせて子育て支援施設を

設けたり、新しいコワーキングスペースといったものを入れたり、そういったことを通じ

て職住近接、あるいは職と子育て、職育の近接といったような環境整備等々を行っている

ということでございます。 

 右側、真ん中は＜関連するデータ＞でございますけれども、やはり30歳未満の勤労単身

世帯の所得のうち、真ん中の赤いところが居住費の割合でございまして、年を追うごとに

よって負担がかなり増えているということで、この辺りはやはり会社の福利厚生が減った

りとか、あるいは非正規化しているというところでそれぞれの負担が多くなってございま

すし、右側の子育て世帯の居住面積の水準を見ていただくと、右側の赤い方が誘導居住水

準ということで、比較的こちらの方でより望ましい姿であるのですけれども、全世帯の比

率に比べますとやはり子育て世帯の方は全国、大都市圏、いずれも望ましい水準には至っ

ていないというところもございますので、そういうところの対策が大事であると考えてご

ざいます。 

 それから、下の方には後ほど御説明します住生活基本計画という計画がございますけれ

ども、そちらからの指標を幾つか設けておりまして、例えば民間賃貸住宅での遮音対策が

講じられた住宅の割合を増やしていくといったことで子育てしやすい環境をつくっていく。

あるいは、先ほど申し上げた公的賃貸住宅の団地において子育て施設のような拠点施設の

併設を増やしていくということで、地域での子育てを促進していくということを考えてご

ざいます。 

 順に御説明させていただきたいと思います。 

 子育て世帯の住宅支援ということで、４ページでございます。これらの施策全体は地域

型の住宅のグリーン化ということで、住宅政策としては環境負荷低減というものが非常に

大きな施策の課題でございまして、そちらは施策も展開してございますけれども、地域で

グループをつくり、生産者たちでグループをつくって地域にグリーンに優しい住宅を造っ

ていくということでございます。 

 真ん中の方にございますが、三世代同居、あるいは若者・子育て向けに少し特例を設け

てございまして、こちらの方は例えば玄関、キッチン、浴室、トイレといったものを二つ

以上、複数設けるとか、いわゆる三世代同居に対応した住宅については値段を加算したり

とか、あるいは若者・子育て中の世帯代の皆様にはそういった補助額の加算なども行って

いるということでございます。 

 次は長期優良住宅ということで、日本の住宅は比較的耐用年数というか、長くもつもの

が諸外国に比べて少ないといった指摘もございまして、こういった長期にわたる長持ちす
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るいい住宅を進めていこうということも政策課題でございます。こういったものの中で、

例えば制度の中では補助金が戸当たり100万円となってございますけれども、赤い枠囲いで

ございますが、三世代同居の改修をする、あるいは若者・子育てについてはさらに限度額

を少し足すといったようなことで、追加的にかかる費用についてもこういった補助の中で

見ていただくといったことをやってございます。 

 次は、同じように三世代同居に対応したリフォーム工事を行うといった場合、左の下の

方になりますけれども、二つほどございまして、リフォームの投資型減税、リフォームロ

ーン型減税、両方ございますが、左はキャッシュ等でお買い上げになった場合に所得税か

ら一定額を控除する。左下の真ん中のところは、リフォームの費用についてローンで賄っ

た場合にもその残高の一定割合を所得税額から控除するということで、どうしてもローン

で組む方が多くなりますけれども、そういった方々にも工事について前向きにやっていた

だけるようにという形で税の特例も設けているということでございます。 

 次は賃貸住宅の件でございまして、公的賃貸住宅の一つとしてUR賃貸住宅というものが

ございます。こちらにつきましては、親御さんとかと一緒に住んだり、いわゆる近居を進

めることで子育ての環境なりをよくしていこうということを御支援できないかということ

でございます。 

 二つございまして、一つは近居割エリアということで、賃貸住宅は全国70万戸以上あり

ますけれども、それよりおおむね２キロ範囲以内の比較的近いところにお住まいになられ

る方々について家賃を５年間５％割引したり、あるいはニュータウンとか少し郊外の方に

なりますけれども、こちらについては片方の方は外におられていいのですが、URに新しく

入られる方に対して少し割引を行うといったことで、近居の促進ということもやらせてい

ただいているということでございます。 

 公的住宅といいますと、公営住宅というのが頭に浮かぶ方が多いと思います。公営住宅

は都道府県、あるいは市町村が運営するものでございますけれども、原則は公募で入って

いただくということでございますので、所得の低い方に入っていただいて抽選等を行うと

いうことになりますが、これは地域の実情に応じまして（１）の枠囲いでございますが、

こういった一部世帯について配慮することができるということは決めておりまして、母

子・父子世帯であるとか、小さなお子さんがいるような世帯、多子世帯、④番、⑤番など

について、実際に優先入居について倍率を優遇するとか、戸数の枠をつくるとか、そうい

ったことができる形になってございます。 

 あとは、住宅セーフティーネットということで、これは民間の賃貸住宅ですけれども、

政策課題に対応して例えば住宅確保要配慮者の入居を拒まないという形でやっていただけ

る方については登録制度を設けて、そういったところに対しては改修するときの経済支援

を国ないし自治体が行ったり、あるいは要配慮者のマッチング・入居支援を行っていくと

いったものでございます。この要配慮者には、子育て世帯も入ってございますし、その他、

高齢者とか障害者も入ってございますけれども、全体に今年の６月末現在で50万戸くらい
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が登録をされておりまして、真ん中のようなところで登録制度を設けて、入居者は拒みま

せんよと言った形で決めていただく。それで、経済支援とマッチング支援、こちらの方も

行っていくといったことをやってございます。 

 先ほど申し上げたものは民間の運営になりますけれども、こちらはもう少し公の支援が

強いものでございまして、収入分位70％ということで、所得制限はございますが、こちら

についてもそういった住宅を整備する民間事業者、公共団体に対して整備費の支援を行う、

あるいは家賃の低廉化について支援を行うということで、こちらも今10万戸くらい実施に

なるということでございます。 

 ここまでが個別の住宅への支援でございまして、その次にまちづくりということで少し

面的な方も御紹介したいと思います。 

 先ほど申し上げた公営住宅であるとか、URですとか、公的賃貸住宅は左下の絵にありま

すように、例えば隣の駅にも同じような団地があったり、ちょっと離れたところにもいっ

ぱいあるといったようなことはございますけれども、やはり地域として団地を再生し再編

していくということは非常に大事だと私どもは考えてございまして、皆さんで協議会をつ

くっていただいて、右の矢印の先にありますような駅の便利なところに例えば公営住宅、

あるいはURの建替えを行って再編をして、跡地は別途違う目的に使っていく。あるいは、

その集約したところには医療福祉施設とか、サービス付き高齢者向け住宅とか、そういっ

た今まさに必要なものを整備していくといったようなことを推進してございます。 

 あとは、福祉連携型公的賃貸住宅とかありますが、これも公営住宅とかやはり老朽化が

進んでいるところはありますけれども、そういうところの改修と併せまして、ここにあり

ますように子育て支援施設といったようなものを改修する場合の費用の補助も行っている

ということでございます。 

 そのほか、こちらも面的な市街地整備ということで、例えばある一定のエリア、市街地

について道路、河川の整備を行ったりしていく中でも、公共施設の支援としてコミュニテ

ィー施設の整備ですとか、あるいは空き家の改修といったところについても支援が入るよ

うな形で制度をつくっております。 

 そのほか、これはちょっと新しい話になりますが、いわゆる団地再生ということで郊外

の戸建て団地など、いわゆる団地というのは幾つかございますけれども、そういったとこ

ろも今回コロナ禍で皆さんお住まいになり、また働く場所にもなりつつあるというところ

でございますが、実際にお子さんがいるとなかなか働きづらいということもございますが、

今回はコワーキングスペースというところも補助対象にいたしまして、共同の施設の改修

をする際にこれまでは子育て支援施設などがございましたけれども、いわゆる働く場所と

しての機能を持たせるといったことも今、支援をしてございますし、右側はいわゆる再開

発ということで、デベロッパーも入っていただいて共同の建替えをするような事業ですけ

れども、これは防災、環境といったところが中心になってございまして、子育ても当然入

れていたわけですが、さらに働き方対策ということでテレワーク拠点といったものの整備
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についても支援が入るような形での制度改正を行ってきているということでございます。 

 最後は「住生活基本計画」ということでございます。これは住生活基本法に基づきまし

てつくられている計画でございまして、今年の３月に閣議決定をしているものでございま

す。10年間の計画ですが、おおむね５年置きに見直しを行っているということで、現状の

課題においても子育て世帯に対する課題認識、それから新しい住まい方についても認識し

てございまして、８つの目標の中でもお子さんを産み育てやすい住まい、あるいは安心し

て暮らせるコミュニティーといったところについて目標を掲げてございます。詳細等は割

愛いたしますけれども、住宅の整備、あるいは職住環境実現のまちづくりといったところ

について３番、４番という形でそれぞれ設けてございまして、成果目標としてもそれぞれ

設けているといったところでございます。 

 ちょっと駆け足になりましたが、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。 

 前半、私の進行があまりうまくいかなくて７、８分しか議論する時間がないので、皆さ

んには御意見だけ出していただいて質問があれば後で別にいただく形にして、全員が発言

すると１人１分ちょっとくらいずつで御意見があれば伺えればと思います。多分、皆さん

発言する可能性がありそうなので、まず松田委員お願いします。 

○松田委員 ありがとうございます。手短に言います。 

 エンゼルプランのときには住宅支援がかなり入っていたので、それがその後、この段階

でしっかりとなされるということが非常に重要だと思います。 

 それで、２点です。 

 一つは、これだけの様々な支援がなされていることを、子育てをする世帯の方に分かり

やすく情報を届けることが必要だと思います。それは、少子化担当がなされるのか、国土

交通省様がなされるのか、それが期待されます。 

 もう一点は10ページのところですけれども、特に多子世帯への応援というものが必要だ

と思いますが、何かそうしたものはなされていますでしょうか。これは、今の段階で。 

○佐藤座長 御意見を出していただきたいと思います。 

 では、駒村委員お願いします。 

○駒村委員 ありがとうございます。 

 今の御説明で、住宅機能強化や三世代間の支援、市場への対応、いろいろな施策を行わ

れているということなのですけれども、より包括的な子育て世帯向けの家賃支援政策みた

いなものは検討されているのかどうか。具体的に言うと、９ページの家賃低廉化に対する

国支援の実績はどうなっているのか、その辺を教えていただきたいと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 では、意見を出していただいて、時間内にお答えできればお答えいただくと

いうことにして、間に合わなければ後でということにします。 

 では、ほかに御質問、御意見のある方いかがですか。 
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 では、村上委員お願いします。 

○村上委員 ありがとうございます。 

 これは、始まってからまだ日の浅い施策と、そうでない結構昔からやっておられるもの

といろいろあると思うのですけれども、それぞれ実際に入居された方とか利用者では、例

えば先ほどの議論を受けると、離婚が少ないであるとか、子供の数が多いであるとか、そ

ういった利用者の方の後々のチェックがあったものがどこかにあるのかということをお伺

いしたいです。成果指標がやはりちょっと遠いなという感じがいたします。 

 以上です。 

○佐藤座長 ほかに、いいですか。 

 では、今までの松田委員、駒村委員、村上委員の御質問で、例えば子育て世帯にどう情

報を出しているかとか、家賃補助もとか、お子さんがたくさんいる方の支援とか、いろい

ろあったかと思いますが、可能な範囲で国交省の方からお願いいたします。 

○皆川国土交通省住宅局住宅政策課長 わかりました。御質問ありがとうございます。 

 まず松田委員からありました、分かりやすく広報ということはまさにそのとおりだと思

っております。私どもが説明している中でも関係者、まさに自治体の方々もそうですし、

県、都道府県、市町村もそうですし、福祉、医療といったところも関わってございますの

で、社会福祉協議会ですとか、地元の方では医師会の方とか、非常に関係者は多くなって

ございます。私も実はURの方に出向したことがございましたけれども、そういった中でも

地域の団地とか、かなり幅広い方と連携しながらやってございました。やはり国の施策を

浸透させていくという意味で、様々なチャンネルから展開することは大事だと思いますし、

まさにこれも大きな政策課題の一つだと考えてございます。 

 多子世帯ということでいいますと、資料の中では例えば公営住宅の支援などについては

それぞれ各自治体において重点的に優先入居を決められるというところでもございますの

で、多子世帯も含め、様々な世帯に応じて、地域の実情に応じて対策を取っているという

ところでございます。今、手元に細かく具体的なところは出てこないのですけれども、各

自治体の方の対策ということで、国の方はがちっと縛るのではなくて実情に応じた対策を

推進する、応援する形になってございます。 

 それから、駒村委員からありました包括的家賃支援ということでありますけれども、生

活困窮者でありますと生活保護の関係ですとか、あるいは住居確保給付金であるとか、そ

ういった厚労省の制度がまずあるかと思います。私どもまさに９ページにありますセーフ

ティネットのところですけれども、これは登録されているのが48万戸ということでござい

ますが、実際に家賃の補助については国もそうですけれども、自治体の方からの負担も必

要になってくるということでございまして、実際はこの数字よりも小さくなります。今、

手元に数字はございませんので、また改めて御報告したいと思います。 

 それから、村上委員からありました入居者、利用者はどういった形で、あるいは御満足

いただいているかというところの話も大変大事なことだと思います。私どもは住生活の関
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係は別途５年に１回の調査を行っておりまして、各世帯が住まいに満足しているかといっ

たようなことは個別に取っておりますが、ただ、確かに実際に入居している方の一部でし

かないというところもありますので、実際に施策を利用されている方がどういうふうに反

応されているかといったところはフォローできていないところもございますけれども、先

ほどありました５年に１回程度の調査ではございますが、実際どういうふうに施策を受け

止めていただいているかということはデータを見つつ、また、自治体の方々とか実際の業

務をやっていく中で日常的にヒアリング等も行って意見交換しておりますので、そういっ

た中でもなるべくきめ細かく声を拾っていくことは大事かと考えてございます。 

 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した。 

 よろしいでしょうか。まだまだ御意見があるかも分かりませんが、それでは御説明して

いただいたものについて資料が今日なくて説明できないことは後でもしあれば出していた

だいて教えていただくようにします。 

 それでは、本日の議事は以上とさせていただきます。これからカメラに入室いただいて、

その後、坂本大臣から一言御挨拶をお願いしたいと思います。 

（報道関係者入室） 

○前田委員 すみませんが、一つだけいいでしょうか。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○前田委員 せっかく大臣がおられますので、大臣に是非お願いがあるのですけれども、

思った以上にコロナの感染者は増えておりまして、子供にも感染者は増えております。こ

れから緊急事態の拡大や休校措置などいろいろ検討されると思います。子供が感染した場

合、看護で親が濃厚接触者になりまして、数週間働けなくなって失職する人とか、去年の

緊急事態よりさらに長引いておりまして貯蓄も失っている世帯もあり、コロナの政府の対

応によっては生活の危機に瀕
ひん

する親子も増えると思います。 

 ですので、コロナ対策におきましては感染予防、看護、いろいろな視点から、親子をど

う守るかという視点から、親子に何が起こるかということを考えながら政府から発信して

いただければ大変有り難いと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 では、よろしくお願いします。 

○坂本大臣 確かに承りました。親子をいかにして守るか、このことについてしっかり受

け止めさせていただいて厚労省、あるいは文科省、こういったところからの課題でもござ

いますので、それぞれの大臣のところにもお伝えしておきたいと思っております。 

 ありがとうございます。 

○前田委員 ありがとうございます。 

○坂本大臣 本日は、大変充実した御議論をいただきました。ありがとうございました。 
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 本日の前半には、今後の少子化対策の検証、評価の重点項目につきまして御議論の上、

取りまとめていただきました。我が国の少子化が深刻さを増す中で、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、個々人の希望をかなえる道を切

り拓
ひら

いていくこと、これが急務だと改めて感じました。 

 各府省庁においては、「重点項目」を踏まえまして、制度改正や予算要求などにできる

ものから速やかに反映するよう、さらに御検討いただくとともに、本検討会における議論

を通じて、今後の取組の改善、そして進化につなげていただくようお願いいたしたいと思

っております。 

 また、本検討会の構成員の皆様におかれましては、「重点項目」に基づきまして施策の

検証・評価を的確に行っていただき、是非政府の取組を力強く後押ししていただきますよ

うお願い申し上げたいと思います。 

 そして、後半は、テーマ別の議題として、「結婚支援」や「地方創生の観点からの少子

化対策」、「子育て世帯への住宅支援、子育てしやすいまちづくり」について御議論をい

ただきました。 

 特に御発表いただきました天野委員からは、地域の結婚支援の取組事例や、地方におけ

る若い世代の働く環境の整備の必要性など、大変示唆に富む重要な御意見をいただきまし

た。私自身、熊本の地方の出身でございますので、古い家族価値観に基づく労働市場の改

革、こういったものが追いついていないということは本当に身に染みて感じるところでも

ありますし、各自治体の少子化に対する危機感の薄さといったところも含めて、しっかり

今後自治体とも様々な課題を共有していきたいと思っております。 

 それから、他の構成員の皆様方におかれましても、本日のテーマにつきましてたくさん

の御意見をいただきました。 

 榊原委員から御指摘のありました、実効性のある大胆な政策につなげてほしいというよ

うなことはしっかり受け止めさせていただきたいと思います。こういった皆様の貴重な御

意見を参考にしながら、私自身の担当分野についても、概算要求を含めしっかりと取り組

んでまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

 次回以降のテーマ別の議論につきましても、引き続き皆様方から専門的知見をいただき

まして、来年の夏頃の中間評価の取りまとめに向けまして一層の検討が進むことを期待し

ております。 

 本日は、誠に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。 

 カメラの方は出ていただくということでお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○佐藤座長 次回の日程や議題については、事務局から改めて御連絡させていただければ

と思います。 

 それでは、本日の検討会をこれで終了させていただきます。長時間ありがとうございま
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した。 

 


