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少子化社会対策大綱の推進に関する検討会（第５回） 

議 事 次 第 

 

 

日時：令和４年６月 20 日（月）16:00～18:30    

場 所 ： 中 央 合 同 庁 舎 ８ 号 館 ８ 階 特 別 中 会 議 室 

 

１． 開 会 

 

 

２． 議 事 

（１）各論④ 

・子育てに関する経済的支援・教育費負担の軽減について 

・結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりについて 

（２）報告事項 

（３）中間評価取りまとめに向けた議論 

 

 

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 恵泉女学園大学客員教授 

佐藤 博樹  中央大学大学院戦略経営研究科教授 

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スペシャリスト 

 

（ゲストスピーカー） 

 棒田 明子  NPO法人孫育て・ニッポン理事長   

 

（内閣府） 

野田 聖子 内閣府特命担当大臣（少子化対策担当） 

藤原 朋子 子ども・子育て本部統括官 

相川 哲也 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） 

 中原 茂仁 内閣府子ども・子育て本部企画官（少子化対策担当） 

 鈴木 永  内閣府子ども・子育て本部調査官（少子化対策担当） 

 水野 忠幸 内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長 

 

（厚生労働省） 

長井 謙 子ども家庭局総務課少子化総合対策室室長補佐 

野田 優也 子ども家庭局母子保健課係長 

橋本 捷太 保険局保険課係長 

芝  真帆 保険局国民保健課  

 

（内閣官房） 

佐藤 勇輔 こども家庭庁設置法案等準備室参事官  

 

（文部科学省） 

小林 克嘉 総合教育政策局地域学習推進課家庭教育支援室長 

藤田 尚弥 高等教育局学生・留学生課高等教育修学支援室課長補佐 
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○佐藤座長 それでは、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

５回会議を始めさせていただきます。 

 本日は前田委員が御欠席になります。 

 初めに、この検討会の主催者である野田大臣より御挨拶を頂きます。 

 本日は、野田大臣は別用務のため、御挨拶いただいた後は退席される予定ですので、御

承知ください。 

 それでは、野田大臣、よろしくお願いいたします。 

○野田大臣 こんにちは。野田聖子でございます。 

 検討会の開催に当たり、御挨拶申し上げます。 

 委員の皆様方には、本日、大変お忙しい中の御参集、ありがとうございます。 

 今月発表されました昨年の出生数は81万1,604人と過去最小になりました。また、合計特

殊出生率は1.30と昨年から0.03ポイント低下しました。 

 少子化の状況は深刻さを増しており、少子化の進行は我が国の社会経済の根幹を揺るが

しかねない、まさに有事とも言うべき大きな課題です。 

 こうした中、子供をこの国の真ん中に据えて、少子化対策を含むこども政策の新たな司

令塔となるこども家庭庁を創設するための関連法案が、ぎりぎりでしたが、おかげさまで

今月15日に成立いたしました。 

 今後、こども家庭庁の下、政府全体の少子化対策に大胆に取り組みたいと考えています。 

 本日の検討会では、テーマ別の議題として、子育てに関する経済的支援・教育費負担の

軽減、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりについて、有識者の皆さんのお話も

伺い、御議論を頂くことになっています。 

 有識者の方からは、松田委員からは総域的な少子化対策、特に子育て・教育等に係る経

済的支援等の在り方について、ゲストスピーカーのNPO法人孫育て・ニッポン理事長の棒田

様から祖父母の育児参画、たまご（他孫）育てについて。これは結構面白いですね。たま

ご、初めて聞きました。それぞれお聞かせいただきます。 

 また、本検討会の中間評価の取りまとめに向けては、本日、その骨子案についても御議

論を頂きます。 

 構成員の皆様におかれましては、本日も精力的な議論をいただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 今日は、冒頭お話がありましたように、これから会議が続くので失礼させていただきま

す。 

 これからがスタートなので、是非こども家庭庁の中身をしっかりつくり上げていきたい。

その中核の皆様方でございますので、未来に明るい夢を描きながら、子供たちのために一

つでも多くいいものを出していただければなと願っています。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 野田大臣、どうもありがとうございました。 
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 これで退室されますので、よろしくお願いします。 

（野田大臣退室） 

○佐藤座長 それでは、本日は、各論④として、子育てに関する経済的支援・教育費負担

の軽減と、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりについて皆さんと議論していき

たいと思います。 

 関係省庁として、内閣府のほか、厚生労働省、文部科学省に御出席いただいています。 

 また、本日は委員の皆様に加え、ゲストスピーカーとしてNPO法人孫育て・ニッポン理事

長の棒田明子理事長に御出席いただいています。 

 本テーマに合わせて、棒田理事長に加えて、松田委員からも御説明を頂くことを予定し

ておりますので、よろしくお願いします。 

 また、各論の議論の後、中間評価の取りまとめをつくっていくということですので、そ

れに向けた議論をしたいと思います。骨子案を御用意いただいていますので、意見交換の

時間を設けて皆さんと議論していきたいと思います。 

 それでは、議題（１）に移ります。 

 最初に、事務局より今回の議論の視点について御説明いただいた後、内閣府、文部科学

省、厚生労働省から順に御説明いただきます。その後、子育てに関する経済的支援・教育

費負担の軽減について松田委員から、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりにつ

いて棒田理事長からそれぞれ御説明いただきます。その後。40分ほど意見交換の時間を取

りたいと思います。 

 あと、ゲストスピーカーのお話や委員の議論の時間を多く確保するため、役所側の説明

は直近での大きな動きのあるものに絞り、それ以外は資料配付のみとさせていただいてい

ますので、あらかじめ御了解いただければと思います。 

 資料配付のみとさせていただいている内容につきましても、もし関係省庁へ御質問があ

れば意見交換の際にお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に事務局から本日の議論の視点について説明をお願いいたします。 

○泉参事官 事務局でございます。資料１を御覧いただければと思います。 

 今回は、大臣、座長から御案内がございましたとおり、子育てに関する経済的支援・教

育費負担の軽減、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりをテーマとして取り上げ

ております。 

 経済的支援・教育費負担の軽減にかかる主な取組としまして、資料にございますように、

児童手当、高等教育の修学支援制度、妊婦健診の公費負担や出産育児一時金など、妊娠・

出産に関する経済的負担の軽減についてここでは取り上げます。 

 取組の詳細につきましては資料４、５、６にまとめてございますけれども、ここ最近の

主な動きについて、後ほど関係省庁から簡単に補足をさせていただきたいと思います。 

 検証・評価の視点といたしましては、児童手当の支給や高等教育の修学支援等を着実に

実施しつつ、特に第３子以降を持ちたいという希望に関しては、経済的負担の重さが希望
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の実現の大きな阻害要因になっていることも踏まえ、給付・支援の在り方の検討をどのよ

うに進めていくのか、妊娠・出産に関する経済的負担の軽減をどのように進めていくのか

というところを設定しております。 

 また、本検討会の委員でございます松田茂樹先生から、多様なライフスタイルを前提と

しつつ、希望する数の子供を持てるようにするための総域的な少子化対策、子育て・教育

等に係る経済的支援の在り方等について発表をお願いしております。 

 ２つ目の社会的機運の醸成につきましては、関係省庁からの説明は時間の都合上割愛い

たしますけれども、家族の日、家族の週間等を通じた理解促進、子育て応援コンソーシア

ム、子育て支援パスポート事業を取り上げております。事業の詳細は資料７にございます。 

 検証・評価の視点といたしましては、社会を構成する多様な主体がそれぞれの立場で子

育てを応援していく姿勢を持ち、社会全体で子育て応援の機運を醸成していくための取組

をどのように進めていくかとしております。 

 また、ゲストスピーカーとして、NPO法人孫育て・ニッポン理事長である棒田明子さんか

ら祖父母世代の理解促進・世代間ギャップの解消、地域社会によるサポートの観点からプ

レゼンをお願いしております。 

 加えまして、今回のテーマに関する補足参考資料といたしまして、最後に、私ども子ど

も・子育て本部が実施しております各種意識調査の結果から、今回のテーマに関連するデ

ータの主なものを紹介したものをお配りしております。当事者の目線に立った検証・評価

の議論の一助になれば幸いでございます。 

 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。 

 続きまして、内閣府、文部科学省、厚生労働省の順で御説明いただければと思います。 

 それでは、水野室長からお願いいたします。 

○水野室長 内閣府児童手当管理室長をしています水野といいます。どうかよろしくお願

いいたします。 

 資料４を御覧いただければと思います。 

 「児童手当の在り方の検討状況について」と題した資料でございます。 

 ２ページ目でございます。現状の児童手当につきまして、御案内のことと思いますけれ

ども、右上の方、若干青みがかったところに記載をしてございます。０～３歳未満から一

律1万5000円というところから始まっておるものでございます。下から２段目のところで、

所得制限限度額以上だと一律5,000円でございましたけれども、その最後の段ですが、令和

４年10月支給分から高額所得者の方、1200万円相当の方以上については支給対象外にする

ということになってございます。 

 その模式図が２ページの左下にございます。一番下のグラフ、表といいますか絵でござ

います。オレンジ色の部分が右側に移ることで1200万のラインができて、そこから上が点

線になっているというところでございます。 
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 今後の対応につきまして、２ページ目右側の中段でございます。＜今後の課題と取組方

針＞ということで書かせていただいてございます。以前から多子世帯や子供の年齢に応じ

た拡充・重点化が必要との指摘があり、昨年の改正法の検討規定に沿って検討することと

されているということでございます。その下に検討規定そのものを記載させていただいて

いるという状況でございます。 

 御参考までに、その下、児童手当の対象児童数は約1600万人、予算額として国全体とし

て約２兆円という状況になってございます。 

 私から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。 

 それでは、資料５について文部科学省から御説明をお願いいたします。 

○小林文部科学省総合教育政策局地域学習推進課教育支援室長 文部科学省でございます。

地域学習推進課の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、高等教育の修学支援制度について説明いたします。 

 ２ページ目を御覧いただければと思います。 

 令和２年度から消費税財源を活用しまして、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学

生さんについて授業料等の減免と給付型奨学金を支給する形で支援を行っております。 

 こちらにつきまして、この資料２ページの関連するデータの部分を御覧いただきたいと

思います。この制度による支援者数は令和３年度で約32万人となっております。また、住

民税非課税世帯に限りまして、進学率でございますけれども、制度が始まる前の平成30年

度と比べて14ポイント伸びていることが分かります。また、その下、新制度対象者へのア

ンケートでございますけれども、この制度により進学が可能になったという声も33％頂い

ておりまして、私たちとしては学びの保障に正につながっていると考えております。 

 続きまして、最近の動きといたしまして、６ページ目以降、教育未来創造会議でつい先

月まとめられた提言がございますので、添付させていただいております。 

 少し飛びますけれども、８ページのスライドを御覧いただきたいと思いますが、この提

言の柱の一つに「新たな時代に対応する学びの支援の充実」がございまして、学部段階の

給付型奨学金と授業料減免の中間層への拡大、貸与型奨学金についてライフイベントに応

じた柔軟な返還の執行を創設することが盛り込まれております。 

 この提言の着実な実行に向けまして、関係各省と連携しつつ取り組んでまいりたいと考

えておるところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 それでは、資料６に基づいて厚生労働省から御説明をお願いいたします。 

○厚生労働省 厚生労働省から説明をさせていただきます。妊娠・出産に関する経済的負

担の軽減ということで、妊婦健診と出産育児一時金の２点を記載させていただいておりま

すので、まず私のほうから妊婦健診について御説明をいたします。 
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 妊婦健診の費用については、平成25年度から14回分全て地方交付税として措置されてご

ざいます。また、令和３年度、昨年度から、多胎児を妊娠した妊婦さんについては14回以

上妊婦健診が必要となる場合もございますので、超えた分についての費用助成というもの

を新たに創設して支援させていただいているところです。 

 その下の＜現状・進捗状況＞ですけれども、現在、全ての市町村で14回以上の妊婦健診

の費用を助成していただいているという状況になっております。 

 最後、右上の部分ですけれども、＜今後の課題と取組方針＞ということで、まずは市町

村の取組を引き続き促していくということと、多胎児を妊娠した方への支援を創設したと

先ほど説明させていただきましたけれども、こうした必要な支援についてまた更に検討を

進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○厚生労働省 続きまして、出産育児一時金の関係ですけれども、これまでの取組で原則

一時金42万円を支給しているところでございまして、令和３年12月以前までは、その内訳

が、本人支給分が40.4万円、産科医療補償制度の掛金が1.6万円というところだったのです

けれども、令和４年１月から産科医療補償制度の掛金が見直されることに伴って、内訳は、

原則42万円の支給額は変えずに、本人給付分を40.8万円に引き上げつつ、産科医療補償制

度の掛金が1.2万円になったところでございます。 

 右側の＜今後の課題と取組方針＞というところで、一時金につきましては、現状の42万

円の支給額につきまして、現在、出産費用の実態把握等に向けて調査研究を実施している

ところでございまして、こうした調査結果等も踏まえまして、支給額について現在検討し

ているところでございます。 

 そのほかの妊娠・出産に関する経済的負担の軽減といたしまして、左側の下の箱、＜現

状・進捗状況＞のところで出産手当金の記載がございます。こちらは、健康保険等の被保

険者の方が出産のために会社をお休みになる場合に、実際に休んでいる間の所得補償とし

まして、１日当たりにつきまして、標準報酬月額の30分の１に相当する額の３分の２に相

当する金額を支給しているところでございます。 

 妊娠・出産に関する経済的負担の軽減の部分に関しまして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。 

 続きまして、松田委員から資料２に基づいて御説明いただければと思います。よろしく

お願いします。 

○松田委員 松田です。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、限られた時間でございますので、ポイントを中心に報告をさせていた

だきます。 

 求められる子育てに関する経済的支援・教育費負担の軽減ということで、経済的な支援

の在り方、方向性などについての報告となります。 

 本日の話は拙著及び関連資料からになります。 
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 まず、出生率回復のために求められる少子化対策の方向性の話です。ここの部分につき

ましては第１回会議でお話しさせていただいておりますので、手短にしたいと思います。 

 我が国は今、希望出生率1.8の実現を目指して、様々な少子化対策を進めている段階であ

ると思います。そのとき、出生率をどう回復していくかということですが、方向性として

は左ではなく右の図ではないかというのが私の意見でした。左の方は、全員が結婚し、全

員の夫婦が子供２人をもうける。そうしますと、ボックスで出生率2.0に回復しますけれど

も、そうではないのではないかと。そうなりますと、右の図の青い色書きですか。つまり、

結婚を希望する人はして、希望しない人は結婚しない。そして、子供を持つことを希望し

ない方は子供を持たない。そして、希望する方がそれをかなえられていく。 

 こうした形で、出生率を1.8あるいは2.0に回復させるには、一つのパターンですけれど

も、この青い色書きですか。つまり、正方形ではないわけなのです。ポイントとしては、

結婚、出産がある程度このパターンの方が多様である。そして、多子世帯がある程度応援

されて存在する状態でないと出生率は回復しないということです。 

 そうしますと、方向性としては、主体的に結婚・出産しないことを選択される方がいる

一方で、そこで減る出生率以上に社会的・経済的あるいは社会的に応援されている子育て

世帯がいる。特に多子世帯がいるという状態が、我が国の方向としては必要になるのでは

ないかと思われます。これが、社会の人口を持続させながら、結婚・出生における自由な

選択を持続できる自由な社会の姿ではないかというのが私の意見です。 

 そうなりますと、次以降の話に関わりますが、３つの方向が必要ではないでしょうか。 

 １つは、先ほどの図でいきますと横軸です。希望する人が一人でも多く結婚できるよう

にしていく。 

 ２つ目、縦軸です。希望する家庭全てが希望する数の子供を持てるようにしていく。そ

うなりますと、特定の就業形態等の世帯だけではなく、幅広い就業形態の世代を就業にか

かわらず応援していくということが一つ。また、特に多子世帯への応援というものを拡充

する必要があると思います。 

 ３つ目は、本日の棒田先生の議論に関わるところです。主体的に出生を選択しない個人・

家庭というものは尊重されるべきだと思います。しかしながら、その方々たちを含めて、

国民全体には子供を産み育てる家庭を何とか応援・支援していただきたい。そこに理解を

頂きたいというところでございます。 

 そうなりますと、シンプルに総域的にやってしまうのがいいのではないかというのが私

の主張です。 

 ポイントは３つでした。１つは、全ライフステージを通じて結婚から出産、子育てまで

を応援した方がいいのではないか。 

 ２つ目は、特定の家庭ではなく、全ての家庭の子育てをそれぞれに合ったように支援し

ていく。これが大事ではないかということです。 

 ３つ目です。そのためには、経済的な支援から物理的な支援まで幅広く用いるべきでは
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ないかということです。本日の私の話はそのうちの現金給付に関わるものです。ですから、

現金給付だけを拡充することを求めるものではありません。現金給付と現物給付の両方を

しっかり充実させることが必要ではないかと思います。 

 総域的な少子化対策が有効であると思いますという話は第１回に申し上げたので、省略

したいと思います。 

 では、本日の話ですけれども、子育てや教育等にかかる経済的負担がやはり問題となっ

ているのではないかということです。 

 まず、これは私及び我々の研究結果からですけれども、出生率、つまり、結婚や出生を

難しくしている要因は何かと言われたときに、分析から明らかになっていることは、数多

くあるという一言です。特定の１つや２つの要因で起きているわけではないということで

す。ここに書かせていただきました。 

 ただ、その中でも、経済的負担というものは主要な要因の一つではないだろうかという

ことです。 

 １つ目は、未婚化を進める要因には若年層の雇用・経済状況の悪さ、これは以前の会議

で出されたと思います。ほかにも出会い等がありますけれども、やはり経済的な問題とい

うのがここにある。 

 ２つ目です。右の方ですけれども、夫婦の子供数を抑制している要因、後ほど資料をお

見せしますが、最も大きな要因は子育てや教育にかかる経済的負担の重さ、特に第３子以

降で特に顕著であるという調査結果は多数出ております。ほかには不妊、あるいは子育て

の負担や両立の問題等、これまでに議論されてきたものが含まれます。 

 では、経済的な問題にフォーカスしていきます。これは恐らく皆様御存じのものだと思

います。出生動向基本調査から、夫婦が理想の子供数を持てない理由ということです。こ

れは理想の子供数を持てない方にその理由を尋ねています。最も多い理由が左の赤い枠線

で囲ませていただきましたところです。子育てや教育にお金がかかりすぎるから。ほかの

理由よりもはるかに多いということです。特にこれは第３子をもうけようとしている方、

理想は３人以上、しかし、２人でとどまっている方です。ここで特にこの経済的な理由を

挙げる方が多くなっているということになります。 

 ほかにも様々な理由があります。もちろんほかの理由もしっかり少子化対策によって一

つ一つ解決されていくべきものだと思います。 

 ほかの調査です。これは内閣府様が行った少子化社会に関する国際意識調査からです。

日本、フランス、ドイツ、スウェーデンの４か国です。2020年調査ですので、コロナ禍と

いう特殊事情も影響している可能性はあります。しかしながら、従来の調査結果と傾向が

ほぼ同じでして、日本は欧州主要国よりも欲しい数だけ子供を持つことを諦めている人が

多いということです。そして、その理由として最大のものが今申し上げた子育てや教育に

お金がかかりすぎるからということがこの調査でも確認されます。具体的な割合をそこに

抜粋しておきましたが、フランス、ドイツ、スウェーデンと比べると、圧倒的に日本でこ
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の問題が大きいということが分かります。 

 では、なぜだろうかということです。一つは、児童のいる世帯の所得というものがかな

り厳しくなってきているということです。これは平成29年までの児童のいる所帯世帯のデ

ータですけれども、90年代は世帯の所得が少しずつ増えてはきていたのですけれども、90

年代後半の水準まで回復していないということがあります。 

 また、右の図ですけれども、世帯主が30代の世帯において、世帯１人当たりの所得が最

も低い。つまり、家族形成をして、子供をもうけている方が１人当たりの所得水準が低く

なってしまうという問題があります。 その一方で、現代社会において、子供を育てるに

はやはりお金が必要になってきている時代に我々は生きているということです。特に高学

歴化が進んでおりまして２人に１人のお子様が今は大学等までいらっしゃる時代になって

います。これは文科省様の平成30年度時点の資料ですけれども、幼稚園から大学卒業まで

にかかる費用、御覧いただきますと、全て国公立でありましても800万円程度かかる。そし

て、大学のみ私立であると、それでも1100万円程度ということです。これは、現在、幼児

教育が無償化されましたので、幼稚園あるいは保育園に関わる部分がかなり下がっていま

す。しかし、それを差し引いたとしましても、教育費負担というものは家庭にとって重い

ということです。 

 私も私立大学の教員ですので、こういう申し上げていることに非常にジレンマも抱えて

おるのですけれども、このような状態で、御家庭が希望する数だけの子供を産むことがや

はり難しくなってしまうということです。 

 それは意識調査にも表れています。国民生活基礎調査からです。児童のいる世帯の生活

意識です。児童は18歳未満の子供になります。児童のいる世帯は、児童のいない世帯より

も生活が苦しいと感じている傾向があります。また、それは特に子供が３人以上の世帯に

おいて、生活が苦しいという回答結果が多くなっている。これは、先ほど申し上げました

ように、所得の伸びが鈍化しているということと、子育てにかかる費用が一方でかかるよ

うになってきている。こうしたことを反映しているということです。 

 では、最後のブロックですけれども、求められる子育て・教育等にかかる経済的負担の

軽減ということです。 

  家族関係社会支出の対GDP比を表にしたものです。現金給付、現物給付、税制、そして、

合計を取っています。これを見ていただくと、日本の家族関係社会支出の対GDP比は、2020

年時点でかなり拡充されて伸びてきているということが確認されます。これは、今日各省

庁様から御報告されましたとおり、今まで様々な政策を動員されて、そして、特に現物給

付を拡充してきたからです。2020年時点での推計値によると1.3％。これは、2017年時点で

のイギリスやフランスにかなり近づいているという水準になります。 

 一方で、現金給付の拡充というものは、我が国はここまで十分ではなかったのではない

かと思います。それは、現在0.6％程度です。これはイギリスやフランス、スウェーデン、

等とかなり大きく引き離されている状態です。 
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 また、税制も加えますと、税制も現金給付の一種とほぼ同じ効果がありますから、それ

を見ると、やはり我が国の経済的な支援は弱いということが見えるかと思います。 

 この中に韓国も入れておきました。韓国は日本以上に少子化が進んでいます。そして、

その主な理由というのは雇用の問題、それから、子育てに多大な教育費負担等がかかる一

方で、経済的に苦しいからなのですけれども、これを見ていただくと、韓国は現物給付を

拡充してきたのですけれども、現金給付をほとんど行っていないということが分かります。

これも政策と実態のミスマッチということです。 

 最後、この図からもう一点ですが、これは本日の私の主題ではないですけれども、では、

どなたが負担するかと考えると、国民ではないかということです。家族関係社会支出の対

GDPが高い国は、国民負担率も総じて高い傾向があるということです。 

 参考までに、児童手当の比較です。これは拙著を執筆した時点の資料でございますので、

最新のものでは各国はもう少し拡充されている可能性があります。また、現在、円安がか

なり進んでおりますので、特に欧州主要国の場合は金額がもっと高くなっているのではな

いかと思います。 

 ポイントは何かというと、日本よりも児童手当が拡充されている。特に多子世帯に対し

てということ。そして、先ほど所得制限の報告がありましたが、ほかの主要国では、所得

制限は一般的ではないようです。また、御覧いただくと分かりますとおり、児童手当以外

に税制、例えばフランスではＮ分Ｎ乗がありますから、そうしたものでも経済的に子育て

世帯を支援している状態になるということです。 

 ここでもまた韓国について言及しておきますと、韓国は児童手当を開始したのが2019年

ですから、しかも、金額的にも期間的にも短いということです。ここにやはり課題が一つ

あるのではないかと思います。 

 では、経済的支援の拡充というものですが、これは私の行った研究からですが、今、子

供を持つ世帯が、もう一人子供を持ちたいと思うかどうか。これを追加出生意欲と定義し

ます。児童手当の拡充は、追加出生意欲を改善する効果が他の施策よりも大きく観察され

るということです。これはヴィネット調査というものを用いています。様々な政策、これ

らの効果はもちろんプラスなのですけれども、その中で児童手当というものが多いという

ことです。 

  

 以上を踏まえまして、子育ての教育等にかかる経済的負担の軽減策の視点です。３点申

し上げたいと思います。 

 一つは、出生率回復のためには現金給付の一層の拡充が求められると私は思います。例

えば児童手当の増額などです。ほかには結婚開始時の出産時の一時金などの方法もあり得

るかと思います。 

 また、以上の調査結果等を踏まえると、特に多子世帯を手厚く支援することが今求めら

れているのではないでしょうか。 
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 また、今日、私の資料に年齢的なものが入っていなかったのですけれども、特に若い世

代が経済的な基盤というものがまだまだ十分ではない、弱いところでございます。ですか

ら、若い世代に対する経済的支援を手厚くするということがあってもよいのではないかと

思います。 

 ２つ目です。教育費負担の軽減は大事だと思います。これもまた、私大の人間がこれを

申し上げるのはすごく恐縮なのですけれども、やはり奨学金の充実というものが期待され

ます。特に多子世帯でやはり負担感が重いですから、これが必要ではないかと思います。 

 最後、３つ目です。税制というものも子育て支援の一つの方法としてあると思います。

我が国は年少扶養控除を廃止して、それで児童手当に持ってきたわけですけれども、欧州

主要国はそれを別に行っているわけです。ですので、税制というものも今後もう少しうま

く活用するという視点はあってよいのではないでしょうか。 

 駆け足になりましたが、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。 

 それでは、続けて棒田理事長より資料３に基づいて御報告をお願いいたします。 

○棒田氏 NPO法人孫育て・ニッポンを代表しております棒田と申します。 

 本日はこのような機会を頂きましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 私たち孫育て・ニッポンは、実際に御自身のお孫さんがいる家庭だけではなく、地域で

も子育てをしていこうという形で設立いたしました。2011年から活動を続けております。 

 自分の子供のことは子育て、自分の孫のことは孫育て、逆に自分の子供でない子供たち

を一緒に育てていくことを他育て、お孫さん、祖父母年齢の方たちに対してはたまご（他

孫）育てという言葉を使って、地域、社会で子育てをしていこうということを提唱してお

ります。 

 実際に孫育てをしている方というのは、できる方は決して多くはないというところを皆

さんお分かりいただいていますでしょうかというのが、まず、御自身に配偶者があって、

なおかつお子さんが生まれない限りは、孫育てというのはできないのです。日本の場合、

御結婚をされても、お子さんがいらっしゃらなかったり、徐々にですけれども、配偶者が

いらっしゃらない方が増えています。これが祖父母世代で、ここからまた子供たちの親世

代になっていきますと、お子さんはいらっしゃいますけれども、結婚しても子供はいない、

配偶者もいないという率が祖父母世代よりどんどん増えてきているというのが現状です。

となると、社会の中で祖父母、孫を持てるという人たちはごくわずかであるということに

なります。 

 そこで、ここに生まれて出てきた子供たちも、社会の大人と関わる機会もとても少ない。

社会性の成長というものを考えていったときに、家族だけでなく地域の大人たちとの関わ

りもつくっていこうというのが、地域に子供たちを出して、子供のいない人たちにも一緒

に子育てを楽しんでもらおうというのが他育て、たまご育てという考え方になります。 
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 とはいえ、実際に子育てをしている方たちは、実際の意識はどのようなものになってい

るのか。こちらは主婦の友社さんの調査のデータをお借りしてきています。孫育てをして

いてもやもやとした不満を抱えていることがあるという方が実は半数以上の方です。どん

なときにもやもや感が多いのか。それは、御自身の体調、若しくは娘さんや息子さんとの

意見の食い違い。それから、自分の時間を犠牲にしている。そして、先ほどの松田先生の

お話とも関わるところなのですけれども、経済的負担というのが祖父母たちの中からも声

が上がってきています。 

 そして、これが今、日本の大きな課題となっているところかと思います。祖父母たちが

パパママの穴埋め的存在になっているということです。お孫さんの面倒を見るのはどのよ

うなときですか。一番多いのは孫が自宅に遊びに来たときなのですが、赤い枠の中を御覧

ください。親が子供を連れていけないときの外出、親が病気になったとき、孫が病気で保

育園に預けられないとき、学校が終わってから、保育園が終わってから親が帰ってくるの

で、親が出張など不在のときということで、親がいないとき、親が子供を見られないとき

に祖父母が見るということが本当に多くなってきています。 

 本来ならば、これは社会できちんとした仕組みがあって、祖父母を頼らなくても子育て、

働きながらの子育てが成立していけるようになればいいなと私たちは考えております。 

 実際のサポートです。食事を作る、差し入れをする、自宅で預かる、孫の家で一緒に留

守番をする、お風呂に入れる、保育園・幼稚園の送迎というところを見ていくと、生活の

一部を担っているという御家庭も増えてきています。特別なときだけではないということ

も多くなってきています。 

 では、お孫さんをお世話しているときにどんなことに一番疲れているのか。断トツトッ

プです。私たちが講座をやっているときでもこの声が一番多いです。とにかく気を使うの

ですということです。何に気を使うのか。特に病気をしている子供を預かるケースが多い

祖父母の方たちですと、朝、体温が37.5度で預かったならば、絶対に37.6度にして返さな

いとおっしゃっていました。預かった状況よりも悪い状況に絶対してはいけない、けがを

させてはいけない。 

 とはいえ、実際にあった声です。孫たちはどんどん年齢が上がれば、動くスピードも速

くなる。高いところにも上りたくなる、走るスピードも速くなります。ですが、祖父母の

皆様をどちらかというと体力の方は落ちていく。ついていけない。孫を抱くと腰を痛めて

しまう。実際に帰るときは寂しいという声はあるのですけれども、本音のところを聞くと、

来て嬉しい、帰って嬉しいというのが孫育ての実情のようです。 

 では、祖父母たちに一番ヘルプを求めている人たちはどのような家庭環境、住居環境の

人たちが多いのか。一番多いケースは娘との近居。娘さんから実のお母さんにヘルプを出

すことが多いようです。パパの方から御実家ですとか義理の親にヘルプを出すということ

は余りないようです。 

 ということで、今、私はパパやママたちのサポートもしているのですけれども、特に働
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く女性、共働きを御選択される方は、ママ側の実家の近くに住むことというのを共働きの

条件の一つとして挙げていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。 

 では、実際にキャップ、考え方の違いでは何が多いのか。今と昔と子育て、特にお世話

の方法が変わってきているというところが第１位に挙げられています。そして、しつけの

ポイント、これは甘やかすか、厳しくするかというのもしつけのポイントになるのかと思

いますが、この辺りがどうやら昭和世代の祖父母世代と平成、令和の子育て世代とでは大

きなギャップが出てきているようです。 

 そして、実際に私たちは孫育ての講座をさいたま市や全国各地で行ってはいるのですけ

れども、その中で、さいたま市さんが子育て支援センターを中心に現在孫育て講座を長年

続けていらっしゃいます。 

 私もこの子育て支援センターみどりというところには毎年お邪魔しているのですけれど

も、昨年２月にお邪魔いたしましたときに、実際に講座にご参加された祖母世代の方たち

から、このように自分の孫の話、自分のもやもやの気持ちを話す場所がないのです。同世

代の人に、孫育てはどうしていますか、お孫さんを見ているときはどういうふうにされて

いるのですかと、本当ならば何人かで集まったときに聞きたい。でも、御友人の中にはま

だ娘さんや息子さんが御結婚をされていないという方もいらっしゃる。そうすると、孫の

話はお孫さんがいる人たち同士だけでないと話せないというのが現状です。これは職場の

中でも起こっています。 

 そこで、子育て支援センターみどりのスタッフと検討して、孫育ての日というふうにす

ると、また自分たちの孫だけとなってしまうので、もやもやを話す会を前半に設けて、後

半に実際に子育て支援センターに来ている親子とも関わる時間を設けるという形で、タマ

ゴの会というものを現在月に１回開催しています。パパやママたち、来ている方にお話を

伺いますと、実の祖父母から何か言われるとすぐにイライラしてしまうのですけれども、

斜めの関係、実の祖父母でない地域の方であったり、余り深く話をしていない方でも子供

に優しくしてくださる方、その方たちのお話は意外と素直に聞けるという声もパパママ世

代の方から生まれてきています。 

 そして、地域の子育て支援センターで出会えるということは、その後の生活の中でその

方たちと会うことが数多く見受けられます。お買物のときなどです。そうすると、点であ

った子育ての支援が、実の親以外からも少し気にかけてもらえるといったところで、子育

て世代にとってもプラスというようなことが今見え始めてきています。 

 そして、祖父母世代というと、何やらオンラインは苦手ではないかという声があるので

すけれども、実際にさいたま市の方で孫育て講座に参加した皆さんで、オンラインのおし

ゃべり講座というものも計画をしてみました。今年度もこのようなことはしていきたいと

思っております。 

 実際に今どきの祖父母たちはどのような考えを持っているのか。これまでもお話しして

きましたけれども、最近今までの傾向と強く変わってきているところで多い声が、お孫さ
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んとの時間も大切にしたいのですが、自分のためにも時間を使いたいという方。それから、

他の方、専門家などのお話を聞きたいという声が多くなってきています。 

 実際の参加した声です。自分が子育てしていたときと現在の子育てが変わってきている

ので、現在の子育てのことが知りたい。そして、自分たちのときは里帰り出産をしていた

けれども、今の子供たちは、パパが育休を取って２人で子育てをしたいと言われている。

自分たちにはその経験がないので、パパとママがやっていくために祖父母がどういうサポ

ートをしたらいいのか、その辺りを詳しく知りたいという声が、法が４月から変わったの

で、改定が入りましたので、多く出てきております。 

 そして、お孫さんを持って変わったことの中に、自分の子供を見る目が変わる、親にな

って自分の子供を見られるというような形で、一歩下がって我が子たちを見る。そして、

その一歩下がるというスタンスからなのか。孫が生まれてからよその子供もかわいく思え

るようになりました。そして、ニュースなど関心事が子育て関係のことに変化があったと

いうような声が上がっています。 

 ほほ笑ましいのは、夫婦の会話が増えたというような声。これは、実は祖父母、お孫さ

んのいらっしゃる方たちの一番多い回答でもございます。 

 ただ、これまで、昭和の子育てのときには、祖父母たちが当たり前のようにお孫さんの

面倒を見るということができていたのですが、後期雇用というものが始まりまして、65歳

以上の労働人口がどんどん増えてきています。 

両家とも共働き、両家とも親の介護をしている家庭が増えております。実際に50歳を超え

ている時点で親の介護が始まっている方たちが大体３割以上、そして、60代、70代になっ

てくると、要介護の対象者にパートナーも入ってきます。なので、親の介護、パートナー

の介護、そこに孫育てというものが入ってくるので、昔のように里帰りをしてきなさいと

言えないというような現実が迫ってきております。 

 実際に企業のほうでは、2014年に事業主行動計画策定指針が出たときに孫育休暇という

ものを設けたところもございます。 

 福井県、岡山県では、企業が導入をしたときには奨励金を出すというようなことも行わ

れております。 

 近年ですと、江崎グリコさんが子育て休暇ということで、どのような形、子供の年齢が

大きくなっても、中高生であっても、お孫さんがいる方でも、まだ日数は少ないですけれ

ども、お休みが取れるというような制度をつくられています。 

 実際にエリクソンさんの人生の８つの発達段階というものを見てまいりますと、壮年期、

40歳から65歳の間には、次の世代の育成であったり、次の世代への橋渡しというようなも

のが発達課題としてございます。今までの日本は、これを子育てであったり、孫育てとい

うような形で実現してきたのですが、これまで申し上げてきたように、子供を持たない、

お孫さんもいらっしゃらないという形になると、ここの発達課題がクリアできない方たち

が増えてくるということが考えられます。なので、子育て、孫育てというだけではなく、
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他育て若しくはたまご育てというような考え方をすると、老年期に少しハッピーな人生が

得られるのではないかと私たちの孫育て・ニッポンは考えております。 

 私たちの方でこれから求められること、シニア世代が現代の子育てを学ぶ機会の創出。

それから、同じ孫育ての悩みを持つもの同士の語りの場。そして、祖父母格差というもの

が生まれてきています。祖父母に経済力があるのか、祖父母が近くに住んでいるのかによ

って、子育てのサポート力が変わってくるというのは本末転倒かと思います。この辺りは

社会的整備が必要かと思います。そして、トリプルケアに対するこれからの対策の方も是

非検討していただければと思っております。 

 そして、実際の例なのですけれども、お子さんやお孫さんがいない世代との関わりとい

うような形で、子供をテーマにしてしまうとなかなかいろいろな方たちが関わることがで

きないので、防災であったり、健康、若しくは趣味、例えばアートなどをテーマにしてイ

ベント等を行うというようなことに今取り組んでおります。 

 こちらは、他孫という言葉をつくってくださった団体がある柏市の方で、実際にお孫さ

んがいるための講座、それから、同じ日なのですけれども、午後には時間を変えて地域の

方たち向けの講座というようなものも開催したりしております。 

 是非全国でこのような形を国を挙げて応援していただければと思います。 

 私からのお話は以上となります。どうも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。 

 本日のテーマですけれども、子育てに関する経済的支援・教育費の負担軽減についてと、

結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりの２つについて、関係する省庁や棒田理事

長、松田委員から御報告を頂きました。 

 それでは、次の議題もあるので、できれば５時半ぐらいまでの40分ぐらいの議論とさせ

ていただけると有り難いのですが、前半はまず役所の説明資料について質問なり御意見あ

れば、それを先に伺って、あとは松田委員、棒田理事長のお二人のとしたいと思います。 

 配付資料も含めて、役所の説明に御質問なり御意見があれば伺いたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 では、村上委員、お願いします。 

○村上委員  

 ちょっと細かいのですけれども、児童手当の件、資料４に関しまして、所得制限をかけ

ることによって、影響する児童数が61万人、全体の４％ということで、これが370億円相当

になるということでしたが、この370億円がどこに行くのかということと、これによって何

の影響が及ぶのかというところ。単にここでやりくりするということだけではなくて、世

帯年収が一定高いということは、女性の方もかなり仕事をして、両親ともそれなりに所得

があるということが考えられて、子育てをしながら、２人が多いかは１人が多いかはとも

かくとして、仕事をばりばりやっている世帯が対象になっていると思われます。そうした

ときに、対象外になってしまうのだという感覚が波及する影響もあると思っています。な
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ので、これが370億円で見合うのかというのは疑問に感じました。なので、なぜここの数字

を引くことになったか。あと、これはこの後どういう波及があるか考えられていらっしゃ

るのかという辺りが少し気になりまして、何人ぐらいが実際に対象になるのか。あと、世

帯年収といっても、父母のところというのがどうなっているか把握されていらっしゃるか

が気になりましたというのが一個です。 

 文科省さんの方にもあるのですけれども、続けてよろしいですか。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○村上委員 資料５で学校での教育費、いわゆる学費というものに焦点を置かれていると

思うのですけれども、頂いた参考資料のどこかにもあったと思いますが、実際に負担を感

じている費目としては、塾代とか学校外の負担感が非常に大きいというような結果も、い

ろいろなアンケート調査などでも出ていると思います。そこのところをどうしていこうか

というところ、実際に現金給付を増やして塾に子供をがんがん行かせたら、子供のストレ

スもたまりますというような過度に競争的な教育環境、学習環境をどうするのかといった

問題も含めて、そこのところに何かお考えがあるのか。この一連の資料にそこがないなと

いうことが非常に気になりましたということで、質問というか意見です。 

 資料４と５について以上でございます。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 では、駒村委員、榊原委員と御意見なり質問を伺ってから、まとめて分かる範囲内で御

回答いただくようにしたいと思いますので、各担当の方、メモをしておいていただいて。 

 駒村委員、お願いします。 

○駒村委員 ありがとうございます。 

 どの省庁というよりは全省庁なのですけれども、資料１を見ると、結婚を応援するとい

う政策を掲げているのです。出生率の回復というのは、出生率は数字を上げていろいろ工

夫するということもあるのですけれども、やはり人々が幸せな生活を遂げた結果として出

生率が上がってくるという部分もあると思うのです。 

  特に、前からお話ししている未婚率の上昇がかなり出生率の足を引っ張っているとい

うのは間違いないと思うのです。もちろん結婚したいとしたくない人というのはいろいろ

いるわけですけれども、結婚の希望を聞くと、かなりの方が結婚したいと言っているとい

うことなのですけれども、先般発表された総務省の統計でしたでしょうか。非正規の男性

50歳時点での未婚が60％でしたでしょうか。従来考えていたものより高い状況で、ここに

15年の経済停滞のなかで、現役世代の所得分布がだんだん左側にシフトしているというこ

とが、やはり結婚の経済的条件を達成できなかったということがあるのではないかと思う

のです。 

 結婚についてはいろいろな研究があって、これはアメリカの実証研究ですけれども、所

得をコントロールしても、結婚している人の方が人生の満足感、幸福感は年齢にかかわら

ず高い。 
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 それから、つい先日発表された内閣官房の孤立・孤独対策担当室の、初めての孤独調査

の結果ですけれども、これも未婚の方が年齢を問わず、死別や離別、もちろん結婚してい

る方と比べたら当然かもしれませんけれども、そういう方で比べても、未婚の方の孤独感、

孤立感というのは極めて全体的に高いということがあるわけです。 

 結婚したいにもかかわらず、結婚できない。経済的要件が達成できないというのは経済

の問題だと思うのですけれども、マッチングはともかくとして、結婚ができるような経済

環境、条件整備のためにどういう政策を用意しているのか、各省庁からお聞きしたいと思

いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 それでは、榊原委員、お願いします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 ２点ありまして、一つが児童手当です。内閣府の資料で２ページ目にもあったとおり、

日本の児童手当は、現在、中学生までが対象。松田委員の資料の16ページにもありました

ように、主要国の中で対象年齢が結構低い、限定されているという国は少数派です。かつ、

所得制限がずっとあるというところも少数派です。主要国は、御存じのとおり、戦後ずっ

と普遍主義で全ての子育て家庭への現金給付ということをやってきている。 

 私たちはこの検討会で、これまでの対策でなぜ効果が出なかったのかということの検証

が求められているのでしたら、この対象年齢と所得制限に合理的な根拠が今の日本社会に

おいてどれぐらいあるのかということの分析と検証が必要であろうと思います。 

 その問題提起を松田委員もしてくださったのかなと思うのですが、私が取材してきたと

ころでは、フランスやスウェーデンなど出生率の回復に成功した国々は、なぜこんなにお

金持ちにまで手当を、しかも、18歳とか大学卒業まで出すのですかという話を聞くと、明

快に答えが返ってきます。なぜならば、子育て世代の中で所得制限を入れると、金持ちの

子育て世帯からお金を取って、貧乏人の子育て世帯への分配になる。垂直型の分配になっ

て子育て世代の中で限られたパイを奪い合うような再分配になる。一方、主要国の多くで

所得制限を設けておらず、なぜ子育てする人たち全員に手当を出すかというと、例えば年

収500万の同じような世帯の中で、子供を持っていない家庭から子供を持っている家庭への

水平型の再分配をする。それが普遍主義の手当の意味なのだと。社会全体から子育てをし

ている人たちへの支援という意味で、普遍型の手当なのですと説明されました。 日本は

なぜそこに今でも所得制限を入れるのか、これの効果はやはり今でもあるのか、なぜ中学

までなのか。この政策判断にもし合理的な根拠とか分析があるのかを今一度精査する必要

があると思います。。 

 もう一つは、今、駒村委員もおっしゃった結婚応援のところです。これまでも議論して

きたとおり、結婚したいと言うのにできていないという若者が多い中で、結婚応援の取組

はもちろん必要だと考えるのですが、同じようにフランスやスウェーデンなど家族政策で

成功している国の取り組みを取材すると、結婚応援を第一に掲げている国はないのです。
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なぜだろうとずっと思っていたら、彼らが重要視していたのは結婚をさせることではなく

て、産む女性が安心して産みたいだけの数の子供を産めるかという女性主体の安心感、納

得感、女性を取り巻く社会環境をできるだけバリアフリーにするというところにどうも注

力しているようなのです。なので、今のように３組のうちの１組ぐらいが離婚したり、再

婚したりと世帯の組合せや組替えが物すごく頻繁に起こるような現代社会において、世帯

の形成だけに注力するだけでは多分足らなくて、産み育てていく女性が大丈夫と思ってい

るのかどうか、そこの納得感とか安心感に着目した取組が必要なのであって、結婚応援を

掲げるのと同時に、これからは女性が安心して産みやすいと思っているのかどうかという

女性の満足度や安心感のというものも並行して立てていく必要があるのではないか。そこ

のところをやっていかないと、これまでの対策の何が足らなかったのかということが見え

てこないのではないか。これは問題提起です。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 では、最後に天野委員、お願いします。 

○天野委員 ２点になります。 

 資料５、文科省様から提出されている資料なのですけれども、３ページに給付型奨学金

について書かれています。これは、住民税非課税世帯についてですので、多分利子がない

奨学金の話となるかもしれません。しかし、ニッセイ基礎研究所と東北活性化研究センタ

ーが２０２０年に実施した東北エリアから首都圏に移動した２３００人の２９歳までの若

い女性に対する調査を行いました。女性が一番東京圏に数多く流れている東北エリアに関

する調査研究を行っているこのシンクタンクとの共同調査では、若年層の大半の方が、第

２種の有利子奨学金の被貸与者でした。東北エリアよりもより遠方から首都圏に来ている

若い女性は、第１種をとるような成績が非常に優秀なので遠方の東京を目指してこられる

という傾向が見られました。しかし、東北圏は東京に近いということもあり、無利子の第

１種ではなく、第２種、要は学生ローンを抱えた女性たちが多く、全体の半数を占める女

性が奨学金を抱えていました。つまり金利を支払い続けるローンを背負って進学してこら

れている方が大半、という状態にあります。そして、この結果、平均20年以上のローンを

抱えており、金銭的に余裕のある方たちからすれば大した金額ではないのかもしれないの

ですけれども、月額２万円ぐらいの負担を20代の子たちが抱えて、払い続けていることが

わかりました。 

 先ほど駒村先生からもご指摘がありましたように、そして、私もこの検討会の１、２回

目の発表でも指摘しておりますが、日本というのはカップリング不全が起こっており、ゆ

えに、高い相関で少子化が不可避となっているわけです。カップリング不全が起こってい

るなら、マッチングさせればいいという単純な話ではないということは、先ほどの別の委

員からのお話も全くそのとおりです。「なぜ結婚希望があるにもかかわらずカップリング

不全が起こっているのか」その回答の一つに、奨学金問題というものが非常に大きく立ち
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はだかっているということは御理解いただきたいと思います。なぜかこの問題を指摘する

声が小さく感じるのですが、子供たちがお金を借りて大学に進学できればそれでいいのか

という話です。高等教育を受けられれば、それだけでその子たちのライフデザインは安定

したものになるのか。特に女性は、その先の労働市場においても、いまだに非正規労働市

場においての割合が圧倒的に高いような状況であるのに、ただ教育だけを身につけて、ど

のように男性同様に返済していけるのか、という視点が不十分かと思います。進学から就

職へ、そして返済へ、もっと切れ目のない男女平等な支援が必要になるのではないかと私

は考えておりますが、政府としてはどのように考えておられるのかということをお聞きし

たいというのが１点目になります。 

 それから、２点目ですが、これは榊原委員とほぼ同じに意見になりますが、結婚を応援

するというときに、マッチング支援ということももちろん大切ですが、では、どうしたら

マッチングするのか。単に出会えればいいのか、という単純な話ではなく、今の子たちが

どういうライフデザインを希望しているのか、ということを理解していないと応援になり

ません。社会保障・人口問題研究所が出している第15回出生動向基本調査、2021年第16回

の結果はこの秋に発表されますが、今の若い未婚男女の理想のライフデザインとして、両

立コース、つまり、夫婦共働き・二馬力で経済的に安心、安全で生活したいと思い描いて

いる男女が３人にお一人以上いらっしゃるという状況です。それなのに、そのような労働

市場が用意されていない状況が地方での調査、とりわけ女性が大きく首都圏に流れてきて

いる地方エリアについては顕著な傾向が見られております。いまだ東京でさえも女性の労

働市場が十分であるとは言えないというような状況であり、ここの是正がなければ、出会

わせるだけのカップリング支援を幾ら頑張ったとしても、出会った男女がその先に思い描

いたライフデザインを見いだせないのであれば、どうしようもないわけです。 

 また、約３組に１組の割合で直近３０年で婚姻届に対して離婚届が出し続けられている

という状況にあるわけですが、シングルマザー世帯の貧困が社会問題となっているなか、

若い女性が経済的な自立ができるという確信を持てない状況で結婚に踏み切れるのか、と

いうことはよく考えていただきたいです。また、若い男性がそういう経済的に不安定な状

況にある女性を妻に持つということに対して自信が持てるでしょうか。これでは、若い男

性にとっても日本の労働市場の在り方は不幸ではないでしょうか。「女性のために」とい

う話になると耳を閉ざしてしまう方も高齢層には多いように感じますが、若い女性のため

というよりも、若い男性にとってもこれは悲劇的な状況ではないかと考えております。若

い男女の望む労働市場の創造についても、何かしら施策が打たれないのであれば、本当に

結婚を応援しているとは言えないのではないかということで御意見を伺いたい次第です。

よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 それでは、今、委員の皆様からの御意見なり御質問に、内閣府、文科省、厚

労省の順で、今日お答えいただける範囲内でそれぞれ御説明いただければと思います。 

 では、内閣府からよろしくお願いします。 
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○泉参事官 少子化対策担当、少子化社会対策大綱を持っている立場でお答えいたします

と、正に若い世代の結婚を支援する上では、経済的な基盤の安定ですとか、後ほどご説明

する中間評価の骨子案にも書かせていただいていますけれども、特に若い女性が都市部に

たくさん流入していく中で、地方の女性にとって魅力のある地域づくりといったもう少し

川上の段階で支援が必要だと思っております。 

 また、出会いの支援につきましては、出生動向基本調査でも18歳から34歳の男性の７割

と女性の６割は交際相手がいないという状況でございますし、私どもが令和２年度に実施

した国際意識調査で見ますと、恋愛に対する考え方についても、フランスやスウェーデン

と比べると相手からのアプローチがあれば考えるといったところも、文化的な背景もある

かと思います。なので、今までは見合い結婚であったり、職場結婚があったのですけれど

も、そういう出会いがない中でどうやってコミュニケーションを取って出会っていくかと

いうところもやはり支援が必要かと思います。 

 それから、高学歴化も進んでいて、恐らく20代後半から30代前半にかけてライフイベン

トとキャリアをどう両立していくかという非常に悩ましいところだと思いますので、そこ

のライフプランニング支援というところも取組として非常に大事だと思っております。 

 以上、大綱を持っている立場からということで補足させていただきました。 

○佐藤座長 児童手当のことも何かあるかな。２つぐらい質問があった。 

○水野室長 内閣府児童手当室でございます。 

 資料４の５ページに記載しております。 

 まず、村上委員の誤解がなきようにというところから御説明させていただければと思い

ます。５ページ目の上の段の２行目、１つ目の○でございますけれども、今回の見直しで

世帯合算は導入せず、主たる生計維持者の所得で判断ということでございます。年収とい

う観点で申し上げると、1200万という基準は世帯、夫婦の合計ではなく、お一人だけ、よ

り高額の収入のある方の基準でもって1200万円ということでやらせていただいた形になっ

てございます。これはもともと重点化ということの御意見が別途ございまして、そういっ

た中で、所得水準に応じてどうするのかという流れの中で、検討の結果、今回の見直しに

なったというものでございます。 

 その前の４ページに戻していただければと思います。何に使ったか、どういう影響があ

るかに関連する話でございます。今し方の児童手当の見直し、書かせていただいた全体の

資料、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といった中でやってご

ざいます。 

 最初のところに「総合的な少子化対策を推進する一環として、保育の需要の増大等に対

応し」ということで云々かんぬんと書かせていただいてございます。いわゆる待機児童、

保育所の関連の問題、もちろん地域差が現時点では生じておりますけれども、トータルで

日本全体で４年間で14万人分保育の受け皿が必要だということで、この保育の需要の増大

に対応していくという流れがございました。 
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 中段の概要、（１）子ども・子育て支援法の②でございます。最初の方は漢字が多うご

ざいますけれども、真ん中の辺りに「事業主拠出金の上限割合の引上げ」といった文言を

書かせていただいてございます。事業主、いわゆる企業の方からお金を拠出いただくこと

によって、先ほどの保育所整備、新子育て安心プランというのが今の名前でございますけ

れども、そこに毎年1000億円を出していただくということで対応しているものでございま

す。この毎年1000億円出していただいている事業主支出金に関連する形で、それをさらに

補填する追加をする形で先ほどの児童手当の約400億円、先ほど1000億円とこちらの400億

円を合わせてやっていくということでもって、この総合的な少子化対策でいろいろなもの

をやっていく中で、待機児童問題は長年の課題であるという流れの中で全体のバランスの

中で政府としてこういう決断をさせていただいたということでございます。 

 簡単でございますけれども、以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、文科省から奨学金と学費以外の部分の教育費、その辺、何か御意見があれば

お願いいたします。 

○小林総合教育政策局地域学習推進課家庭教育支援室長 文部科学省でございます。 

 なかなか難しい質問でございますけれども、学費以外の経済的負担に関しましては、逆

説的になってしまうのですが、まずはやはり学校でしっかりと学べるというところを保障

すること。そして、学校でまずしっかり理解していただくというところで、特に初等中等

教育分野を中心に施策に取り組んでいるところでございますので、まずは学校でしっかり

体制を整えて、そういうところでしっかり学んでいただくというところはしっかり努めて

いきたいと考えております。 

○文部科学省 あとは、天野委員から貸与奨学金の返済の負担という御発言がございまし

た。この点、資料５の３ページで多少事実誤認があるかと思いますので、そこを補足させ

ていただきます。 

 資料５の３ページ、修学支援新制度はいわゆる貸与ではなくて、おおよそ目安年収380

万以下程度の世帯に対して給付型の奨学金、これは返済ではありません。渡し切りの給付

型奨学金と授業料等の減免を行う制度でございます。非課税世帯のところでは最大年間161

万円が支援されるという形で、結構多額の支援をやっているところでございます。 

○天野委員 資料について誤解はしていないです。非課税世帯についてだけ触れておられ

ますが、少子化対策というときに、若い男女の大半が貸与型で奨学金を借りておられるな

かで、長い期間に渡って多額の借金を若年男女が返済することになる、ということに対し

て文科省はどう考えておられるのか、という質問です。 

○文部科学省 ですので、まず現状はこの制度をやっております。今後のことにつきまし

ては、同じ資料の８ページ、教育未来創造会議の提言で提言されたところでございますが、

「２．新たな時代に対応する学びの支援の充実」というところで、（１）としまして学部

段階の給付型奨学金と授業料減免の中間層への拡大ということと、（２）でライフイベン
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トに応じた柔軟な返還の仕組みの創設、いわゆる出世払いと言われているところについて

提言を受けているところですので、こういったことを検討して着実に実施していくという

ところが文科省としての現状のスタンスでございます。 

 以上です。 

○佐藤座長 あと、厚労省は特に今回の質問ではいいのかな。厚労省の方で何かあればで

すけれども、いいですか。 

○長井子ども家庭局総務課少子化総合対策室室長補佐 駒村先生から全省庁に対してとい

うことで、結婚というものを促すための施策はどんなものがあるかということで御質問い

ただいておったので、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。子ども家庭局の長

井と申します。 

 結婚を促すということなので、いろいろな部局にまたがるものがあるので、少し概略的

になってしまうところは御容赦いただきたいと思うのですけれども、若者が結婚しない理

由といったところに関しては、先生方も御案内の部分はあると思うのですけれども、例え

ば結婚資金とか経済的な理由を挙げているような回答が多いとか、あるいは自由さや気楽

さを失いたくないとか、趣味や娯楽を楽しみたい、あるいは仕事、学業に打ち込みたいと

いった理由が結婚しない理由の上位の方に挙がってくることが多いかなと思っております。 

 それに真正面から寄与するものとそうでないものとあると思うのですけれども、例えば

厚生労働省においては、まずそもそも若者の経済的な安定というようなところの観点から、

若者ハローワークでありますとかキャリアアップ助成金、あるいは先般成立しました同一

労働同一賃金の関係法でありますとか、そういったものの着実な実施の中で、若者の経済

的な安定というところを目指しているようなことでありますとか、あるいは働き方改革の

推進であるとか、あるいは昨年成立いたしましたけれども、育介法の改正法もございまし

たが、そういったことを通じて仕事や子育ての両立支援といったものをやっていくという

ようなことがあろうかなと思います。 

 また、御結婚されて子供を育て始めるというような家庭になった場合というところなの

ですけれども、子育て支援としては、まず、これまでの一丁目一番地としては、保育ある

いは放課後児童クラブも含むかもしれませんけれども、そういったところの受け皿整備を

着実に進めてきたところでございます。 

 また、本日御説明もさせていただいたような妊娠・出産に対する経済的な負担の軽減と

いったこともさせていただいてきておるところかと思います。また、ちょうど先週、児童

福祉法の改正といったものを今国会で成立させていただきましたが、この中では子ども家

庭センターの設立でありますとか、あるいはかかりつけの相談機関のようなものの整備と

いったことを通じて、先ほどの先生方からの意見にもありましたとおり、子育てに限らな

いかもしれませんが、孤立感あるいは孤独感というものが増している子育てといったとこ

ろに対して、少し安心して子育てをしていただけるような市町村の体制といったことも整

備していくための法改正もちょうど先般成立したところでございまして、少し概略的では
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ありますけれども、こういった施策を通じて、引き続き、結婚だけはありませんけれども、

若い人たちのいろいろな人生に寄り添っていけるような施策を実施していきたいと思って

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 榊原委員、児童手当について質問に答えてもらっていないという話かな。ど

うぞ。 

○榊原委員 今おっしゃったとおりです。お願いします。 

○佐藤座長 児童手当について、日本の年齢層なり所得制限について、ほかの国と比べて

日本についてそれを続けることについてという御質問があったので、可能な範囲で。 

○榊原委員 合理的な根拠を聞きたいということなのです。子供の貧困対策が始まって、

少しずつ子育て世代への現金給付の再分配も強まってきましたけれども、いまだに税と社

会保険料を払った後の子供の貧困率の改善効果は日本が断トツで乏しいのです。そういう

ことも考えると、子供の貧困を改善していくときに、この現金給付の在り方が本当にどれ

ぐらい効果的なのかということを、もう少し年齢制限や所得制限のシミュレーションを置

いて検証するような科学的な検討の仕方というものをする必要があるのではないかという

意見も含めて、御意見を伺いたいです。 

○水野室長 内閣府児童手当室でございます。 

 今の御意見の関係で申し上げると、子供の貧困に対してどういう対策を講じていくのか

というもう少し大きな視点で、各省の施策も含めてトータルで考えていく。その取りまと

め自体は内閣府の子どもの貧困担当というところがやっているということになろうかと思

っております。 

 御質問の児童手当の関係はその一部であること自体は当然否定するわけでもありません

けれども、昭和47年にできまして、長いこといろいろな議論を積み重ねての形で、現在15

歳まで、中学生までという形になってございます。 

 資料の中にも書かせていただきましたけれども、この児童手当というものがどういうも

のなのかというところで、一番目出しとしては子供の数というところを挙げておりますけ

れども、全体としてどういうふうに考えていくのかというところ、その場合は財源の話も

というところも合わせて書いておりますけれども、というところで現在なっているという

のが現状でございます。 

 恐らく直接的なお求めのお答えになっているという感じではないかとは思ってございま

すけれども、今の時点での現状としてはそういった形かなと思っております。 

○佐藤座長 現状では今みたいなお話だということで。 

 天野委員も何か追加で御質問があるのかな。 

○天野委員 今後、奨学金の返済対応について減免措置がある、内容の見直しをしていく、

出世払いを設ける、という御説明はよく分かったのですけれども、そうだとすると、そも

そも男性と女性で奨学金の額が変わるわけでもなく、同じ大学同じ学部に行けば同じ金額
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をローンとして持つわけです。実際に学生の中から聞いているのは、結婚するときに女性

側が私の奨学金を払ってくれるのか、といったことを男性に問うという状況が出てきてい

るわけです。これは文科省の責任というよりも、文科省が進める奨学金をローンとして平

等に背負った若い男女を、経済分野、労働市場が平等に受け入れているのか、という問題

だと思うのです。労働市場の構造から考えて、やはり女性と男性で返済能力が大きく違っ

てきている中で、2020年の四大進学率は男性が57％、女性が51％ということでほぼ拮抗し

ていますから、抱えているローンの額は総額的には余り変わらない状況になってきている

でしょう。この中で、男女平等な減免措置であったり、出世払いだったりという対応なの

であれば、女性管理職比率が日本は非常に低いわけですから、女性側の負担は男性に比べ

て当然に重く、そんな状況下で若い女性が結婚に踏み切れるのだろうか、ということです。

また、男性がそういうローンを抱えている女性と結婚しようと思えるのだろうか、という

ところに非常に不安を感じている、という意見です。 

○佐藤座長 つまり、奨学金だけではなくて労働市場の方の改革も同時に進まないと、な

かなか難しいよねというのはよく分かりましたので、テイクノートしておきます。 

 それでは、松田委員と棒田理事長の説明もありますので、まだまだ各役所への質問はあ

るかと思いますが、取りあえずここまでにさせていただきます。 

 松田委員と棒田理事長について、これから委員の皆さんから御質問を伺うのですけれど

も、僕の方から先に。松田委員の御説明はみんな賛成なのですが、気になるスライドがあ

って、３ページに希望出生率1.8を実現するためにどちらの方向性が妥当かと書いていて、

みんな結婚して子供２人と、それぞれ国民の希望に応じた結婚なり出産が右の図というこ

とは、これだと今までの少子化対策は左の図だったと言われているのかが気になって、実

際にやれているかどうかは別として、これまでの少子化対策というのは国民の結婚や出産

に関わる希望が実現できるように、それで希望出生率1.8なので、みんな２人持てとは言っ

ていないと思うのだよね。基本は右の図だったのではないか。これだと日本のこれまでの

少子化対策は左の図でした、これから右の図にしなさいというような主張に受け取られて

しまうので、そこは確認です。 

 もう一つ、今度、棒田理事長の方は、子供がいる、孫がいるにかかわらず、子育てに関

わって、今日のテーマの子育てに温かい社会づくり、僕は大賛成なのですけれども、よく

分からないのはなぜ孫というところ。今の活動がそうなのかも分かりませんけれども、こ

れまでも子供がいる、いないにかかわらず、高齢者が地域の子育てに関わるというのはい

ろいろな取組がありましたよね。基本的には例えばボランティアで、地元で小学校の野球

チームのコーチをやるとか、あるいは政府で言えばファミリーサポートとかシルバー人材

でお子さんの世話をする。そういうものがたくさんあると思うのですけれども、それとこ

の孫だけに着目するというのはよく分からないのですけれども、子供がいる、いないにか

かわらず、地域の子育てに関わることを支援するという大きな流れで、棒田さんのところ

は孫に着目するということなのか、そこだけ後で教えていただければ。２点です。 
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 では、僕が先に言わせていただきましたが、ほかの委員の皆さんで、松田委員、棒田理

事長についての御質問なり御意見があれば。 

 村上委員、お願いします。 

○村上委員 ありがとうございます。 

 松田委員への質問です。多子世帯の支援という点なのですけれども、これは２人から３

人に移ることと、１人から２人、０人から１人と、どこを取っても子供の数として１人は

１人だと思うのですが、多子世帯を支援すべきというのは、２人から３人と１人から２人

というのは大きく違うものなのでしょうか。ものによっては１人から２人のところでもか

なり経済的負担が大きいという調査結果もありますし、子供のいる世帯数の割合で言うと、

１から２、０から１の方がかなり数が大きいので、インパクトは大きいのかなというのが

ありまして、ここのところをもう少しお教えいただければと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 では、それは後でということで、ほかにいかがでしょうか。 

 榊原委員、お願いします。 

○榊原委員 今の村上委員の御意見に加えてという感じです。 

 松田さんが指摘してくださったことへの反論ではないのですけれども、多子世帯への応

援は例えばフランスのようにやって効果を出しているところもあるので、決して否定され

ることではないのですが、なぜフランスが効果を出しているかというと、妊娠から出産か

ら全部無償で、物すごい基盤となる普遍主義の支援が整備されていて、その上で多子にな

ったら更にもらえるからなのです。日本は１人目を持つところのハードルが、肉体的にも、

精神的にも、金銭的にも、とりわけ女性にすごく重くなっていて、例えば最近出産育児一

時金のことがいろいろ話題になっていますけれども、出産費用も知らない間にすごく高く

なっている。１人産んだ人たちが、これでは次は産めないと言って、１人目を産んだ人た

ちが２人目でくじけてしまうということがある。なので、いろいろな障害があるのを取り

除いた上で、その上の多子世帯ということを松田さんもイメージしていらっしゃるのだと

思うのですが、確認させていただきたいと思ったということです。 

 以上です。 

○佐藤座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。いいですか。 

 では、松田委員、それから棒田理事長というふうに御意見を伺えればと思います。よろ

しくお願いします。 

○松田委員 御質問ありがとうございます。 

 まず、佐藤先生からの御指摘ですけれども、飽くまでも理論的に想定する少子化対策の

方向性として先ほどの図、四角なのか、この形なのかという形で申し上げています。もう

少し背景を申し上げますと、これまでの少子化対策も右型であったと思います。そして、

左型をあえて持ってきたのは何かといいますと、一部に誤解されているところがあるから
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です。結婚や出産を支援するというと、それを望まない人にまでやるのですかと。こうし

た誤解はやはり避けるべきであると思います。 

 もう一つ、左の図について申し上げると、実は我が国は1970年代半ばに出生率が２を割

りまして、それから少子化が続いているわけですけれども、当時２を維持していた頃の出

生のモデルは何かというと、左の図だからです。ほぼ全ての人が結婚し、多くの人が基本

的には２人ぐらいをもうけたということです。しかしながら、それを再現するというのは

これからの方向ではないと私は思いまして、右の図と申し上げました。 

 そして、村上委員と榊原委員からの御質問、御指摘、誠にありがとうございます。 

 まずは村上委員に対してですけれども、子供０、１、２、３とどこでも同じ金額がかか

るのに、どうして多子世帯を厚くするのかという話ですね。これは出生動向基本調査等、

各種の分析で出されていますが、子供を１人もうけるとき、２人もうけるとき、希望する

ときですね。３人もうけるとき、どこに経済的負担が最も重いかというと、３人以上のと

ころだと。こうしたものがかなり出ているということです。実際に１人育てるところの経

済的な金額が３人目がよりかかっているというわけではない。これは私の解釈です。それ

は、子供を３人もうけるということは、様々な面でほかに制限されるところが出てきてい

る。そのために実質的に経済的に苦しくなっているのではないかということが考えられま

す。 

 また、榊原委員からの御指摘に対しては、経済的支援をすれば出生率が上がるとは私は

考えておりませんということです。初めに申し上げました。日本においても、結婚前から

子供を育てるところに現金支援及び現物支援をしっかりしていくということであり、フラ

ンスはそのモデルとして、多様な人に多様な選択肢を支援しながら、経済的にも厚くやっ

ているということです。 

 もう一つフランスについて補足いたしますと、これは既存の文献で示されておりますけ

れども、フランスは長年出生促進策を行っています。児童手当というものはそのように解

釈するのが私は妥当だと思っています。これはフランスの制度です。 

 以上です。 

○佐藤座長 では、棒田理事長、僕のは的外れですみませんが、基本的にシニア世代が子

育てに関わることは大事だけれども、孫がいる世代が悩んでいるので、孫育てについて情

報、これはすごく分かるのです。子供や孫がいない人について孫育てと一気に行ってしま

うのはやや違和感があるので、それは子育ての関わり方についていろいろあるよと言えば

いいような気もしたので、そこだけです。 

○棒田氏 私たちも何も強制をしているわけではないです。ただ、今、お孫さんがいらっ

しゃる、いらっしゃらないもそうなのですけれども、働いている女性の中で近くに祖父母

の方がいらっしゃるのか、いらっしゃらないのかという部分で、実際に働く、働けないと

いうのが出てきています。そんな中で、地域の力というのがもう一度見直しができないの

かということで、現状の課題を地域の皆様にもお話しして、担い手になってもらえないか
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という御提案をさせていただいています。 

○佐藤座長 いいですか。 

 そうしたらば、まだまだ議論はあるかと思いますけれども、いつものとおり少し議論が

長くなりまして、やはりオンラインは疲れるということですので、５分ほど休憩というこ

とで、背伸びしたり、お茶を飲んだりしていただければと思います。 

 今、ちょうど32分ぐらいなので、今から５分、37～38分に戻ってきていただくというこ

とで、棒田理事長、本当に今日、お忙しい中おいでいただいて、御説明を頂きありがとう

ございました。御出席はここまでということですので、本当にどうもありがとうございま

した。 

○棒田氏 ありがとうございました。 

○佐藤座長 それでは、５分休憩ということです。よろしくお願いします。 

 

（休  憩） 

 

○佐藤座長 皆さん戻られたので、会議を始めたいと思います。 

  

 それでは、続きまして議題（２）報告事項に移りたいと思います。 

 事務局からこども家庭庁関連法、骨太方針2022、全世代型社会保障構築会議の中間整理、

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画、デジタル田園都市国家構想基本方針に

ついて御説明いただきたいと思います。 

 それでは、お願いします。 

○泉参事官 まず、資料８－１を御覧いただければと思います。 

 こども家庭庁の設置法案が先の通常国会で成立いたしまして、来年４月にこども家庭庁

が発足する予定です。 

 今回、関係法のうち、少子化対策に関連する部分を御紹介したいと思います。 

 まず、議員立法でございます。こども基本法では、真ん中あたりにございますけれども、

第９条において少子化社会対策大綱などの内容を含みますこども大綱を政府で策定するこ

ととされております。 

 また、下の方になりますけれども、第17条におきまして、こども政策推進会議と申しま

して、内閣総理大臣を会長とする会議体で案を作成することとなっております。 

 それから、ページをめくっていただきまして、案をこのこども政策推進会議がつくって

いくに当たって、こども、こどもを養育する者、学識経験者などの意見を反映させるため

の必要な措置を講ずることとされております。 

 今後、こういったこども大綱の策定に向けた検討が進んでいくことになります。 

 また、こども家庭庁設置法につきましては、こども家庭庁の所掌事務といたしまして、

第４条第１項第19号にこども大綱の策定及び推進とともに、少子化社会対策基本法自体は
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引き続き残っておりますので、基本法に基づく大綱の策定推進に関する事務とともに、下

のほうになりますけれども、結婚、出産、育児に希望を持つことができる社会環境の整備

等、少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項に関する企画、企画立案、総合調整

事務を引き続き担うこととされております。 

 続きまして、資料８－２を御覧いただければと思います。 

 今月７日に閣議決定されました骨太方針2022をはじめとしまして、前回の検討会開催後

に取りまとまった主要な政策決定文書の中から少子化対策に係る記述を抜粋させていただ

いております。 

 まず１ページ目ですけれども、今年はやはり新しい資本主義に向けた改革という中で、

人への投資と分配というところの中で、少子化対策・こども政策は包摂社会の実現に向け

てというところで整理されているのですけれども、それだけではなく、人への投資として

も重要であり、強力に進める必要があるということが盛り込まれております。 

 また、質の高い教育の実現ということで、先ほど文部科学省から教育未来創造会議の一

次提言について説明がありましたが、これを受けまして、新たな時代に対応する学びの支

援の充実ということで、恒久的な財源も念頭に置きつつ、給付型奨学金、授業料減免を多

子世帯や理工系学生への中間層への拡大、それから、教育費を親、子供、国がどのように

負担すべきかという論点や、本制度の国民的な理解・受入れ可能性を十分に考慮した上で、

授業料無償化となっていない学生について、まずは大学院段階においてライフイベントも

踏まえた出世払いの仕組みの創設を行うということが盛り込まれております。 

 続きまして、２ページ目ですけれども、包摂社会の実現の中で少子化対策・こども政策

がございます。６月３日に公表されました人口動態統計を脚注で引用しながら、少子化は

予想を上回るペースで進む極めて危機的な状況であるという現状認識が盛り込まれるとと

もに、２段落目ですけれども、希望出生率1.8に向けたライフステージに応じた総合的な取

組の推進、結婚支援の取組に対する支援、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援、

子育て安心プランに基づく着実な実施等、各種重要施策が盛り込まれております。 

 また、下から３行目ですが、出産育児一時金の増額をはじめとして、経済的負担の軽減

についても議論を進めるということが書かれているところでございます。 

 そして、３ページ目でございますけれども、３つ目のパラグラフの部分に財源について

も少し書かれております。子供の視点に立って必要な政策を体系的に取りまとめた上で、

その充実を図り、強力に進めていく。必要な財源については、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、幅広く検討を進めることとされております。 

 また、４ページ目は、５ページ以降につけております次世代型社会保障会議での議論の

中間整理を受けて書かれているところですけれども、２段落目に男女が希望通りの働ける

社会を実現するために、男性や非正規雇用者の育児休業取得促進や子育て支援に取り組む。

そして、子育て・若者世代が出産・育児によって収入や生活に不安を抱くことなく、仕事

と子育てを両立できる環境を整備するために必要となるさらなる対応策について、国民的
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な議論を進めるというところまでが盛り込まれております。 

 そして、５ページ目が議論の中間整理ということで、１つ目の○で、両立支援策は進ん

ではいるのですけれども、いまだに仕事か子育てかと二者択一を迫られている状況を早急

に是正すべきとした上で、切れ目のない支援が包括的に提供される一元的な体制制度を構

築するといったことが望ましいとされております。 

 その上で、２つ目の○ですけれども、本年４月に施行された改正育児介護休業法の施行、

保育の受け皿整備、不妊治療の保険適用など、既に決定された各種取組の着実な推進が書

かれております。 

 それから、３つ目の○ですけれども、先ほどの骨太の方針で国民的な議論を進めていく

ということがここで書かれておりますが、その際にはということで、就業を継続している

方だけではなく、一度離職して出産育児後に再び就労していくケースも含め検討すること

が重要である。ライフやキャリアの多様化に対応した対応も重要ではないかといった指摘

がなされております。 

 また、６ページ目でございますけれども、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行

計画、これを受けて骨太方針も盛り込まれているのですが、この中ではこども家庭庁の創

設、保育・放課後児童クラブ、出資払い型奨学金の本格導入のほか、子育て世帯の住宅費

の支援についても実行計画の中に盛り込まれております。 

 また、実行計画のほかにフォローアップも取りまとめられておりまして、そこでは子供・

現役世代の支援ということで、先ほどございました若い世代の雇用環境の安定化、保育の

受け皿の整備、企業主導型のベビーシッターの利用者支援のほか、自治体による結婚支援

の取組が盛り込まれております。 

 また、最後になりますけれども、デジタル田園都市国家構想基本方針におきましては、

今回はデジタルの力を活用した地方の社会課題の解決ということで、その中でも中長期的

な取組の方向性としてデジタル技術の活用による取組が盛り込まれているところでござい

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。 

 今回、我々の検討する範囲内について関連したいろいろな政策が動いていますので、そ

れについて御説明いただきました。 

 御質問なり御意見があれば、どなたからでも伺います。 

 では、榊原委員、どうぞ。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 一点は小さいことなのですけれども、チャットに書かせていただいたのですが、現場で

名刺交換をして御挨拶することもできないので、政府側の方で御説明くださる方はお名前

を名乗っていただければ、同じ方がいつ発言なさっているのかが分かるので、是非お願い

いたします。 
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 その上で、今のお話の中で、資料８－２の１ページ目の真ん中より下のところに「恒久

的な財源を念頭に置きつつ」という表現があり、３ページ目の上から３つ目の段落にも「社

会全体での費用負担の在り方を含め幅広く検討を進める」といった記述があるのですけれ

ども、これは同じことを指していらっしゃるのでしょうか。 

○佐藤座長 今のところはいかがですか。 

○泉参事官 同じ閣議決定文書ですが、それぞれの文脈で盛り込まれているものなので、

想定している財源の内容を含め必ずしもイコールかどうか分からないのですけれども、い

ずれにせよこういった支援策の充実をするに当たっては財源の確保というのは重要ですし、

やはり安定財源、恒久的な財源でやらないとこうした施策は続きませんので、そういった

意味で盛り込まれております。 

○佐藤座長 ほかにはいかがでしょうか。いいですか。 

 確認で、資料８－１のこども家庭庁の概要の白書・大綱のところで、３つの法律の白書・

大綱と一体的に作成というのは、白書について言うと、３つの白書が出て、かつこども白

書みたいなものができるのか、今までのものを合わせて１個白書を作る。一体的作成とい

うのが分からない。あと、大綱もそれぞれ別につくって、その上でこども基本法の大綱を

つくるのか、こども基本法の大綱に合わせてがっちゃんこして１個つくるのか、そこの一

体的作成のところを今の分かる範囲内で御説明いただけますか。決まっていないというの

なら、それでもいいけれども。 

○佐藤こども家庭庁設置法案等準備室参事官 内閣官房こども家庭庁設立準備室で参事官

をしています佐藤です。 

 今日は機会を頂きまして、ありがとうございます。 

 御質問の件は、端的にお答えしますと、１つの大綱、１つの白書です。今回、こども基

本法というものができましたので、根っこがこども基本法になって、資料８－１の１ペー

ジ目に条文の抜粋をつけています。例えば年次報告で言えば、こどもをめぐる状況をこど

も施策の実施状況の報告を提出して公表するということが第８条で規定されています。こ

れがこども白書になります。こども白書というのは、その中身としては２項に書いてあっ

て、少子化のこれまでの白書、子ども・若者の白書、子どもの貧困の関係を含むものにし

なくてはいけないので、含まれるのですが、飽くまで白書は１つです。 

 大綱も同様に、第９条でこども大綱をつくるとなっていて、そのこども大綱は基本的な

方針とか重要事項を定めると２項にあるのですが、３項でこども大綱というのは従前の少

子化大綱や子ども・若者の大綱、子どもの貧困大綱の中身も含むようにしてくださいとな

っています。なので、１本のものになります。 

 以上です。 

○佐藤座長 確認ですけれども、そうすると、それぞれの大綱はつくらないということね。

○佐藤こども家庭庁設置法案等準備室参事官 つくりません。 

○佐藤座長 つくらないでまとめて１個ということね。その趣旨を踏まえて、こども大綱
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の中にそれぞれの基本法を入れてくださいという趣旨ね。 

○佐藤こども家庭庁設置法案等準備室参事官 そうです。それぞれの基本法、少子化の基

本法とかそういうものの基本法で法定事項がありますので、それを含むような形で一つの

大綱をつくる、白書をつくる。 

○佐藤座長 白書も４つ出るわけではなくて、１個しか出ないということなのね。 

○佐藤こども家庭庁設置法案等準備室参事官 １つです。 

○佐藤座長 そういう意味では、今までの包括的な大綱ができるし、白書もできるという

ことのようです。 

 いいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後、一番大事な議題（３）で、中間評価の取りまとめに向けて骨子を作っ

ていただいていますので、御説明いただいて、皆さんから今日は御意見を伺うということ

にしたいと思いますので、まずは骨子について御説明いただければと思います。 

○泉参事官 事務局の泉でございます。 

 資料９を御覧いただければと思います。 

 資料10の方で、ゲストスピーカーの方を含め、本委員会における前回までの先生方の主

な意見をまとめておりますけれども、これまでの本検討会での議論を踏まえつつ整理させ

ていただいております。 

 全体は10ページぐらいですから、主なところを中心に説明していきたいと思っておりま

す。 

 まず「第１ はじめに」ということで、総論の部分を書いております。最初に少子化の

現状認識ということで、今月６月３日に公表されました人口動態統計の最新の概数を基に、

11行目からですけれども、少子化の進行は社会に多大な影響を及ぼす国民共通の困難であ

り、「静かなる有事」とも言うべき状況が進行していると記載しております。 

 そして、14行から17行目ですけれども、コロナの影響につきましても、当事者に多大な

影響を与えて、安心して子供を生み育てる環境の整備の重要性を改めて浮き彫りにする。

やはり若い世代の将来不安などの影響を与えたと考えられると記載しております。 

 そして、19行目からは、少子化の背景として、個々人の結婚、出産、子育ての希望の実

現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていると記載しております。 

 その上で、23行目ですけれども、原則として、結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由

な意思決定に基づくものであり、希望の実現のハードルを一つ一つ打破し、希望をかなえ

る道を切り開いていくことが必要であるということで、基本的なスタンスをここで改めて

確認しております。 

 そして、27行目からは大綱の策定、検討会の開催の経緯について事実関係を述べており

ます。 

 ２ページ目でございます。取組状況の概括ということで、これまで４回にわたって重点



34 

 

項目を議論しておりますけれども、大綱策定後の主な政策の動きということで振り返って

おります。具体的には新子育て安心プランの策定による保育の受け皿整備、男性の育休を

促進する育児介護休業法の改正法の段階的な施行、不妊治療の保険適用、それから、先の

通常国会で成立しました児童福祉法の改正による包括的な支援のための体制強化など、新

たな取組が実施されてきている。 

 その上で、今後更に充実を検討していくべき点として、若い世代が結婚できるような支

援、妊娠・出産支援、経済的負担の軽減といったことを挙げさせていただいています。そ

して、こういった施策を進めていく上では安定財源が必要であり、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て幅広く検討を進め、施策を充実していく必

要があるということを述べております。 

 また、この間のこども家庭庁創設の動き、こども基本法の成立についても少し触れさせ

ていただいております。58行目あたりですけれども、この基本法において、先ほど申し上

げたとおり、こども施策に対する大綱というものを策定することとされておりまして、ま

た、62行目からですが、こども基本法及び基本方針に基づきまして、有識者会議で示され

た３つの政策の柱を踏まえて大綱を策定することとしているということも少し背景として

記述しております。 

 その上で、68行目からですけれども、今回皆さんに取りまとめていただく中間評価の位

置づけとして、主な分野の方向性を示す、それから、大綱に基づく施策の進捗状況、今後

の課題、更に取り組むべき事項についてまとめたものです。これに基づいて、今後、また

大綱に基づく取組が進むことを期待すると。 

 そして、73行目から、改めてなのですけれども、やはり少子化対策、こども政策、子供

への支援ということについてどのような意義があるかということを少し記述させていただ

いております。検討会の議論の中でも、子供や若い世代への投資を惜しむべきではないと

いう強力な社会的ムーブメントをつくるべきだという御意見も頂いておりまして、その辺

りもこの案に盛り込ませていただいています。 

 また、80行目以降ですけれども、こども家庭庁において引き続き少子化対策に関する司

令塔機能を果たすことを強く期待するということを述べているとともに、84行目以降です

が、新しい組織においても確実にライフステージに応じた総合的な少子化対策が引き継が

れること、それから、今後、こども大綱の策定に当たっては、少子化対策をより重要な柱

として位置づけ、より一層の充実が図られるよう、丁寧に議論が進められることを強く求

めるという形で冒頭は結んでおります。 

 ４ページ目以降は、第２回の検討会で検証評価の重点項目を皆さんに御議論いただいて

いるのですが、その項目に沿って各論部分ということでこれまでの取組状況等を概括して

おります。 

 まず初めに、地域の実情に応じた少子化対策ということで、103行目ですけれども、国に

おける幅広い施策を講じることはもとより、住民の身近な存在である自治体においてもそ
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れぞれの地域の実情に応じた取組を進めていくことが重要であると書いております。 

 また、107行目以降ですけれども、少子化・人口減少は特に地方にとって深刻な問題とな

っており、地方創生の観点からも重要である。その上で、若年層の女性が地方から東京圏

へ大量に流入し、少子化・人口減少が加速する要因となっているというところで、出生率

だけではなく、社会的な移動も念頭に置いた出生数の動向やその要因にも目を向けて、 

対策を講じていく必要があるということを記述しています。 

 また、それに関連してですけれども、固定的な性別役割分担を改革し、若い世代が描く

ライフデザインや結婚観の変化も踏まえて、都会と地方で同様に仕事ができる環境づくり

など、女性や若い世代にとって選ばれる地域づくりを進めていく必要がある。 

 そして、119行目ですけれども、コロナ禍で地方移住の関心が高まっていく中、移住を更

に後押しすることも重要であると記述しております。 

 次の５ページ目にアとイということで、項目の目出しはさせていただいておるのですけ

れども、具体的な内容についてはまた各省とも調整して、次回の検討会でお示ししたいと

思っております。 

 働き方改革については、135行目に、長時間労働の是正や柔軟な働き方を進めることによ

り、子育て世代だけではなくてその前の若い世代が多様な活動にも参加することができる

という指摘も改めてさせていただいています。 

 次に、テレワークの導入により男性の家事参加と「家族重視」の姿勢を進め、生産性は

低下していないという山口慎太郎先生の研究も御紹介するとともに、夫の家事・育児の参

加による妻の負担感の軽減、勤務可能な時間が延びたことによる可能性の広がりなど、テ

レワークのポジティブな側面の御紹介をしています。 

 その上で、コロナ禍を機に、テレワークの推進を含め、様々な働き方改革を一層進めて

いくべきであると結んでいます。 

 また、本検討会でも御指摘のあった転勤や単身赴任の在り方に配慮することが望まれる

という記述もしております。 

 （３）の機運の醸成については、本日の議論を踏まえ、もう少し加筆する必要があると

思うのですけれども、156行目で、日本は子供を産み育てやすい国であると思う割合につい

ては、他国と比べて非常に低いですし、子供のいない人や若い世代ほど日本の場合そう答

える傾向にございます。次の世代が生きやすく、若い世代がライフイベントに前向きなイ

メージを持てるような地域をつくっていく必要があるということで、こども家庭庁が旗振

り役となって機運醸成の取組を行っていくべきと書いております。 

 その上で、主な取組として、若い世代の目線に立った情報発信など、こども家庭庁にお

ける情報発信の強化や、少子化が与える影響や子ども・子育ての重要性に関する国民的理

解の促進ということで項目として入れております。 

 また、結婚につきましては、７ページ目ですけれども、「適当な相手にめぐりあわない」

というのが大きい理由である中、見合い結婚や職縁結婚が減少した中で、いろいろ出会い
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の機会の創出が大事だということも書いております。 

 また、199行以降ですけれども、若い世代の雇用の安定、経済的基盤の安定について重要

だということも書かせていただいておるところでございます。 

 ８ページ目でございますけれども、妊娠・出産の部分になります。 

 232行目ですけれども、欲しいけれどもできないという方が増えていく中で、プレコンセ

プションケアをはじめとした不妊治療に至る前の支援や、不妊治療への支援を含めて、妊

娠前からの支援を進める必要がある。その際、妊娠を希望する方もしない方も、男女とも

性や健康に関する事実を知っておくことが必要で、そういった基礎的な知識を若いうちか

ら把握し、ライフイベントとどのように組み合わせていくかを前もって考えられる支援を

することが重要であると書いております。 

 241行目、不妊治療の適用につきましても、不妊治療を受けやすい環境整備について必要

であると書いております。 

 また、246行目ですけれども、コロナ禍による妊産婦の支援、それから、産前・産後の切

れ目ない支援、そして、奥山先生からもプレゼンがありましたけれども、子育てのスター

トから男性を巻き込んでいくための意識啓発についても盛り込んでおります。そして、出

産育児一時金の増額についても言及しているところです。 

 ９ページ目の（３）子育て支援ですけれども、277行目、子育て支援はどうしても親目線

になりがちですが、子供の頃の逆境経験は人生にわたって深刻な影響を及ぼし得ると考え

る。そして、経済問題やストレスは家族の抱える問題に関係していることから、子供が健

やかに育つためには家族が幸せに暮らせることも重要であるという子どもから見た視点も

記述させていただいています。 

 また、284行目ですけれども、子育て当事者の視点を踏まえながら、地域の実情に応じた

一層効果的な取組の推進ということも記述しております。 

 287行目からは、オンラインの活用による選択肢の拡大やICTの促進について記述してお

ります。 

 そして、10ページ目、両立支援についても、298行目ですけれども、夫婦全体での子育て

負担のみならず、夫婦間での配分についても意識することが重要である。また、ライフス

タイルが男性の育休取得により変わったとか、子育ては最初の段階で男性が参画すること

が重要であるといったことも書いております。 

 そして、10ページ目の下の方ですけれども、地域・社会による子育て支援ということで、

一番下の328行目ですが、子育て世代であるか否かにかかわらず、保護者の育児疲れによる

心身の負担を軽減する目的での一時預かり事業の利用の促進、330行目のコロナ禍で里帰り

出産が厳しい中での敷居の低い寄り添い型の支援体制、あと、多機能型のサービスを利用

した高い支援効果が見られたという調査結果もある中で、利用者支援事業によるサービス

例の後押しやつなぎが重要であると記述しております。 

 334行目ですけれども、保育所の整備が進んで待機児童が解消される中、保育所を新たに
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つくるステージから、地域においていかに拠点を効率的に運営していくかというステージ

に移行しており、施設に余裕がある地域での受入れの在り方についても検討を進める時期

に来ている。こうした中で、こども家庭庁が司令塔となり、保育所、幼稚園、認定こども

園といった横串を刺していくことも大事だということを書いております。 

 345行目は子育てに関する経済的支援・教育費の負担の軽減ということで記述をしており

ます。 

 最後、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ということで、

12ページ目ですけれども、369行目で、様々な支援が行われていることについて分かりやす

い情報発信ということもきちんと盛り込んでおります。 

 そして、13ページですけれども、第３おわりに最後の結びはまた次回提示しつつ、参考

３ということで数値目標の進捗状況についても参考資料として添付したいと思っておると

ころでございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 これまでの議論で中間評価をつくっていく骨子ということで出していただきました。今

日議論したようなテーマについても取り込んでいただいているとは思います。 

 

○泉参事官 １点だけ補足で失礼します。 

 今日、前田先生が欠席されていて、是非これを盛り込んでほしいということで、コメン

トを預かっております。「子供の存在は社会の存続に欠かせないものである、社会全員の

未来をつくるのは次世代の子供である、というようなメッセージがはっきりとあった方が

いい」というコメントを頂いております。 

○佐藤座長 どうもすみません。前田委員から御意見を伺っていましたので、それを御説

明させていただきました。 

 それで、資料９の２ページの終わりから３ページ目で、先ほどのこども家庭庁の法律が

通って決まっていますので、ここでの議論もそちらに引き継がれるということになってい

くかと思いますので、そのことをきちんと書くようにというふうにして書かせていただい

ています。 

 まだ他の省庁との調整の部分はありますが、本日はこちらからお答えするというよりも

御意見を伺うということでいいと思いますので、順番に、いつも村上委員が最後になって

しまうので、村上委員、松田委員、榊原委員、駒村委員、天野委員と逆に行きます。取り

あえず３分ぐらいで話していただいて、時間が残れば２巡目とお願いできると有り難いと

思いますので、それでは、村上委員から、今日は御意見を出していただくという形でお願

いできればと思います。 

 では、村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 承知しました。ありがとうございます。 

 ２つございまして、１つ目が、中間評価と言うからには評価基準が何だったかというこ
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とがはっきり分かるような章立てといいますか、構造になっていてほしいなと。「検証評

価の重点項目を定め」ということは１ページ目にもあったかと思うのですけれども、何の

評価基準に沿って何をしたかということがすっきり分かるような構造にしていただきたい

と思いました。 

 もう一つが少子化のスピードの速さで、これは順番で言うと現状認識があって、大綱の

経緯ですけれども、時系列で言うと、つくってやってきたけれども、少子化のスピードの

方が速かったということだと思いまして、今で言う３ページの87行目あたりのところにつ

いては、もしかするともっと抜本的に、大胆な変革なんていうことは、SDGsとよく言いま

すけれども、少子化対策を考える上でも、どこからどこまでを少子化対策と呼ぶのかとい

うことも含めて、かなり大掛かりに見直さないと無理かもしれないといったような危機感

をそこはもっと強めていただいてもよろしいのではないかとこれを読んだ感想としてはす

ごく感じました。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 では、松田委員、お願いします。 

○松田委員 松田です。 

 そうしましたら、手短に５点ほど申し上げたいと思います。 

 １点目ですけれども、まず、全体的に記述内容について共感するところが私は多いです。

全体的に賛成いたします。 

 その上で、幾つか意見を言わせてください。 

 ２点目ですけれども、我々の位置づけは大綱のPDCAの役割もあるのではないかと思いま

す。そう考えますと、PDCAのチェックのところは、できなかったところをチェックするだ

けではなくて、しっかりと進んだところもチェックするというのが役割ではないかと思い

ます。具体的に何を申し上げたいかというと、現在の文章ではどういう法律ができました

ということが書かれているのですけれども、それによって何が進められたか、しっかり対

応されたかということがまだしっかり書かれていないような気がします。それはやはり政

府としてしっかり進められたことですので、書いてはどうでしょうか。具体的には、保育

園の拡充や育休の充実、両立支援、幼児教育無償化等、様々なことをされてきたと思いま

す。 

 次に３点目です。ちょっと気になったのですけれども、139行目のテレワークのところな

のですけれども、テレワークと結婚、出生の関係について、テレワークに過度に期待し過

ぎない方がよいのではないかなということを私の意見として申し上げます。少しトーンを

下げた方がよいのではないかと。 

 具体的なことを申し上げますと、テレワークと結婚や出生、家族形成への影響というも

のは、我が国においてまだ研究途上だと思います。結婚、出生へマイナスの影響も与えら

れる可能性というのは懸念される。２つ申し上げます。一つは、結婚のところで、我が国

は３割ぐらいが職縁結婚なのです。少なくなっているとはいえ、かなりの割合を占めてい
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る。テレワークというものがその機会を更に奪ってしまうことが懸念される。２つ目です。

我々が今分析して、もうすぐ公表される論文なのですけれども、コロナ禍において男性の

テレワークが出産意欲にマイナスの影響を与えていた。それが結果に出ているということ

があります。ですので、テレワークと家族形成についてもう少し冷静に記述された方がよ

いのではないかと思います。 

 ４点目ですけれども、10ページに育休の記載がありますが、これは私の主張でございま

すけれども、我が国は正社員向けの育休制度がかなり拡充されたと思います。一方、それ

を非正社員の方が十分使うことができていないというところに問題がないかと思います。

何か改善の方向あるいは問題点を指摘された方がよいのではないでしょうか。 

 次で最後だと思うのですけれども、11ページ、336行目あたり、地域や社会による子育て

支援のところですけれども、たしか以前こういう議論があったと思います。０～２歳で未

就園の方がいますよね。親が働かれていないなどです。その方たちにつきまして、例えば

人口減少の地域で、定員に余裕のある保育所において子供を預けられるようにしてはどう

かという議論があったと思います。その長さは１日数時間かもしれませんし、週に１日や

２日という短期間であるかもしれませんけれども、そうした方向性というものを盛り込ん

でよいのではないかと思います。 

 長くなりました。以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 テレワークのところはプラスマイナス両方の評価があるので、一方的にプラスだけと書

くのはなかなか難しくて、マイナス面の調査も結構出ているので、もうちょっと留意して

書いた方がいいかなというのは僕も同じような意見です 

 榊原委員、お願いします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 全体、きちんとまとめてくださってありがとうございました。 

 単発で感想です。１ページ目の15～16行目あたりにコロナで若い世代の将来不安などに

影響を与えたという記述があるのですけれども、国立社会保障・人口問題研究所の調査で

分かっているとおり、コロナ禍にあっても北欧とか西洋では出生数が増えたり、動向が違

っていたわけですよね。つまり、日本では政策的なぜい弱性がこういうような不安を更に

かき立てたという可能性が指摘されたということを、表現の仕方はいろいろあると思うの

ですけれども、表現できたらいいかなと思いました。。これは感想です。 

 それから、２ページ目の64、65、66行目は、私たちが議論するのではなく、こども大綱

ではこういうような方針に基づいてとあるので、これは単に感想なのですけれども、①の

「結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を目指す」は1990年代の厚生労

働白書が掲げていたキャッチフレーズで、今またこのキャッチフレーズで言うのですかと

いう感じがして、もう少し前進した方がいいのではないかなという感じがしました。この

上で更にどう進もうとしているのかというところのメッセージを、この記述の後のところ
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でももうちょっとちゃんと出す必要があるだろうなと思いました。そういう意味でも、76、

77、78行目ぐらいのところのメッセージをきちんと打ち出していただくことが大事だろう

と思いました。 

 同じ３ページ目の最後のところなのですけれども、「少子化対策をより重要な柱として

位置付け」と書いてあります。私たちは少子化対策について議論しているので、ある意味

当たり前の表記だとは思うのですけれども、今、こども基本法ができて、こどもを真ん中

に、当事者を真ん中にした政策に転換しようということが国民的な議論の上で決まったわ

けですよね。少子化対策というのはそうではないわけです。当事者目線ではなく上から目

線、当事者の人たちではなく当事者不在というのが子供や子育て当事者の方たちに与えて

いたイメージなので、これからは少子化で困るからもっと産ませようという対策ではなく、

変えていくのだということがもう少しにじむような方がいいのかなと感じました。 

 あと、６ページ目の162行目で「結婚、妊娠・出産、子育てに温かい機運醸成の取組を強

力に行っていくべきである」と結論として書いていらっしゃる。そのとおりなのですけれ

ども、機運醸成はこの大綱でずっとやってきたのです。20年近くやってきて、それがうま

くいかなくて社会全体が逆に進んだわけですよね。もうちょっと違うものを持ってくる必

要があるのではないか。つまり、ムードとかイメージづくりの段階ではなく、特に若い世

代はSNS世代でリアルな声をいっぱい聞いていますから、ムードではもう変わりません。み

んな子育ては苦しい、ワンオペで大変だという生の声を聞いて子育てを避けるようになっ

てきているわけですから。 

 あと、９ページ目の284行目、285行目です。定量的なデータとか当事者の安心感、満足

度の調査などのアプローチ、科学的なアプローチを記述してくださったことは大変うれし

く思うのですが、この記述が「地域の実情に応じた一層効果的な取組の推進が望まれる」

という文脈で書かれているのはちょっとどうかなと。こういうような当事者目線、科学的

な目線で今までの政策をもう少し具体的に効果的に変えていくのだと。政策効果というも

のを科学的に見ていくのだということをもう少し強く打ち出していただいた方がいいのか

なと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 では、駒村委員、続けてお願いいたします。 

○駒村委員 大きく２つあります。 

 まず15行目から19行目、あるいは22行目ぐらいでしょうか。中間評価の前にしてコロナ

が非常に深刻な影響を与えたという記述は大変重要だと思います。この間、岸田総理は、

分厚い中間層、中間層の復元ということを掲げられていたと思うのです。20世紀の中間層、

かつてすなわち中間層というのは一人親働きで、専業主婦世帯によって構成されてきた。

21世紀の中間層というのは恐らく二馬力かあるいは1.5馬力、さっき天野さんは二馬力とお

っしゃったかもしれませんが、1.5馬力によって構成されていくということになっていくの

だろうと思いますが、そういうきちんとした中間層の再生が達成されれば、経済的基盤が
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できて結婚をし、結婚によってそういう基盤ができれば出生率も回復できていくのではな

いかと思うのです。 

 したがって、本来は、岸田総理もそう言っている以上、私は中間層の復元という言葉と

出生率の回復というところはつながる部分があるのではないかなと思っていたのですけれ

ども、そういった意味で考えると、結婚に関する施策が少し弱いのかなというのがさっき

から申し上げているところで、それが出てくるのが194行目からの議論になるわけです。 

 さっき、厚労省の方は結婚を促進する政策を考えると捉えたのかもしれませんが、そう

いう趣旨ではなく、９割の方が結婚したいと思っているのに実際に結婚できていない人が

多い、結婚の障害になっている経済的障害をどう取り除くのか、政府はどう考えているの

ですかということをお聞きしたわけであります。 

 そういう意味だと、マッチングの話は、これはこれで必要なのかもしれませんけれども

それ以上の政策が必要になる。そこから後の203行からは、労働政策をやるのは重要なので

すけれども、できれば仕事がしたくないうんぬんと、こういう報告があったのかもしれま

せんけれども、結婚を促進する、経済的な課題を解消するためにキャリア形成支援うんぬ

んとなっていくのは、インパクトとしては小さ過ぎるのではないかと思います。私はでき

れば仕事がしたくないなんていう記述は報告であったかもしれませんけれども、中間評価

に入れるほどのものではないのではないかと思いますので、削除した方がいいのではない

かと思います。 

 その上で、今日、私が質問した、国として結婚に関しての経済問題を各省庁はどのよう

に対応されているのですかということで、なかなか答えにくい質問だったと思いますけれ

ども、今日は国土交通省がいらしていないということのようですけれども、362行の住宅支

援というところなのですが、結局、若い世代にとってみると、家賃負担の逆進性というも

のがすごく大きくなっている。それから、家の大きさと子供の数というのは相関関係がき

れいにあるということになりますので、家賃支援というものを本格的に考えなければいけ

ない時代に来ていると思うのですけれども、そういう意味だと、この住宅支援は非常に限

定的で抑えられているものだと。今後、長期的に財源構成を考えるのは、家族の片方が非

正規、あるいは両方とも非正規であっても、きちんと結婚して将来展望ができるような住

宅費補助政策といったものも本格的に考えるべきではないかと思いますので、結婚支援と

いうところはそういう意味だと非常に弱いのかなということで、この辺、少し議論のキー

ワードで入れておいていただきたいなと思っています。 

 以上です。 

○佐藤座長 それでは、最後になります。天野委員、お願いします。 

○天野委員 駒村先生から結婚支援の対策が弱いのではないかというお話がありました。

そもそも結婚したいのに結婚に至らない人たちの壁になっているものに手を打つという対

策が弱いのではないかという意見に関して全く同意ですので、そこはご検討をお願いした

いと思います。 
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 具体的な対策になるのですけれども、３ページです。少子化を女性・子供の問題とする

のではなく、とありますが、それよりももっと根本的な誤解があります。女性・子供とい

うカテゴリーに少子化の要因を全部繋げる社会の発想。実は、女性・子供と言ったときに、

それはそのまま既婚者の話であり、ママと子供への対策、という発想があります。例えば

秋田県は半世紀で出生数が75％減少しているわけですが、先日の秋田魁新報社主催のシン

ポジウムにて講演者として、地元の方たちとお話ししてみても、皆さんやはり少子化は「既

婚者の問題だ」という認識が非常に根づいてしまっています。例えば希望出生率1.8をかな

える、といったときに、夫婦が平均して子供を1.8人持てなくなっているのだという認識な

のです。いまだに合計特殊出生率が「夫婦の持つ子供の数だ」と思っている方が圧倒的に

多いという状況です。ある首都圏のロータリークラブの講演会でも、皆さんその認識だっ

たのです。少子化は主に既婚者の問題というわけではない、というところ、今後の大綱や

白書等でどういう表現にしていただいたら解決するのか分からないですけれども、少子化

を女性や子供の問題とするのではなく、と言ったときに、ママ子供の話ではなく、独身者

の増加の話が見えてこない。既婚者だけでなく、独身者も含む全ての国民のいわゆるライ

フデザインの変化に対して国がついていけていない、制度がついていけていないことから

少子化が進んでいる、というところを表現できないように思います。どういう表現された

らいいのかというところは工夫していただきたいのですけれども、独身者の家族形成への

移行がうまくいかないところをうやむやにしてしまうというところがあると思います。 

 それから全体につきまして、出生数が81万人になったとか、合計特殊出生率が1.302に落

ちたということよりも、講演会などで一般の方に一番響くのは、2020年の国勢調査で40代

人口が最多世代に今はなっており、そこを100とすると20代人口はすでに66％しかいない、

10歳未満は半分しかいないというところです。これが聴講者にはすごいインパクトがある

話なのです。少子化は結局、少ない下の世代がとてもではないけれども上の世代を支えら

れない社会が目前に来ていることを指している、というところを明確に示さないと、危機

感が全く持てません。少子化が子供の問題、出生数の問題という発想になった途端に、女

性・子供だけの問題で自分には関係ない、となってしまいます。このままでは人口減少で

社会保障の構造が崩壊しかねないところまで来ている、ということが伝わっていません。

この重大な危機感を説明の中に入れられないかと思います。せっかく非常に丁寧に今回議

論したことを盛り込んでいただいたので、榊原委員からも出ていましたけれども、「同じ

ことをまた言っているわ」といった構成ではなくて、違う視点でしっかりと語りかけてほ

しいと思います。いわゆる人口構造的に高齢者を支え切れない状況が人口減少で起こりつ

つある、もう目前に来ている、ということをはっきりおっしゃってはどうでしょうか。「国

難」などと言っても少しも伝わらないので、具体的にきちんと御説明された方がいいので

はないかなと思っています。 

 また、結婚支援についての説明が弱いのではないかというところにつながってくるので

すけれども、10ページの「男女ともに仕事と子育てを両立できる環境の整備」と言った途
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端に、女性が働きながら出産、育児をするためのまたもや「既婚者支援の話」になるので

す。結局、日本の未婚化というのは既婚者にだけ関係があるかのようです。今の社会環境

を受け入れて、結婚まで行き着いた人には更に支援ボーナスをあげましょう、応援してあ

げましょうという発想しか今までなかったのです。独身者、言い方を変えるならば「結婚

したい気持ちはあってもそこに踏み込んでいかないという方たち」に対して、労働市場に

何ができるのかという話が欠落しています。「男女ともに仕事と子育てを両立、は当然な

がら、結婚も」ではないかと私は思います。女性が働きながら今のままでは結婚すらした

くない労働環境がある。今の記載のままですと「結婚はするのだけれども、産まない・産

めない」人への対策、もしくは既婚者に責任を押しつけて、独身の方は関係ない、結婚は

自由だからそこは仕方ない、となるでしょう。結婚はミクロとしては自由です。けれども、

マクロで見たときには何かしら結婚を促す方向に政策面で手をうたないといけない社会に

すでになっているところに個々人が危機意識を持っていただくことが必要です。いまの記

載だと、個々人が人口減の深刻さ、ご自分の老後が多大なリスクにさらされていることに

危機意識を持てないように感じます。国としても今までの対応を反省して、大きく方向転

換をしていくのだぞという強い意識表明をもうちょっとされてもいいのではないでしょう

か。今のままだと「やはり既婚者支援の話」に収まり込んでしまっているのではないかな

という気が私はしております。では、表現をどうすればいいのという話になるのですけれ

ども、個人の感想ですので、問題意識を言わせていただければと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 もう半になってしまって、もし何か言い残したことがあるという方がいらっ

しゃればですけれども。 

 では、榊原さんと松田さん、どうぞ。短めにお願いします。 

 榊原さん。 

○榊原委員 今の天野さんのお感じになったというか表現してくださった枠の狭さみたい

なものは、実は私も感じておりまして、具体的に言うと、筋立ての中で妊娠・出産とある

のですけれども、結婚してカップリングができて、その中で妊娠・出産をしていくという

コースが出来上がっている中の議論になっているような感じがして、でも、日本は駆け込

み結婚とかできちゃった結婚がすごく多くなっているのです。つまり、結婚の前にもいっ

ぱい妊娠が起きていて、そのまま結婚に入れないから中絶している人が年間に16万人もい

るわけです。産んで殺してしまったケースや若年妊娠など、妊娠のところで結婚の枠に収

まらない様々なケースもいっぱい起きているわけです。そこのところの話を無視しないで、

若年妊娠とか妊娠葛藤の問題とか、そういう人たちについても、どうやって産み育ててい

くことができるのかというようなところにまで枠を広げて私たちは応援していこうと思っ

ているのだということを、どこまで書くのかは難しいのですけれども、少なくともそうい

うような議論をこども家庭庁の創設の段階では政府もしてきたわけですから、もうちょっ

と拾った方がいいかなと思いました。 
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 以上です。 

○佐藤座長 大事な点だと思います。 

 松田委員、お願いします。 

○松田委員 てみじかにですけれども、356行目でちょっと気になった文章があるのですが、

具体的には「児童手当の支給要件の在り方についての検討」と書いてあるのですけれども、

とても気になりますということで、これはまだ文言は決まっていないと思いますが、どう

いう意図なのかというのが気になったと申し上げます。 

 以上です。 

○佐藤座長 天野さんが言われたように、結婚してからみたいな感じは確かにあるよね。

働き方のところも、結婚すると現状は仕事を辞めざるを得ない人も結構いるので、そうい

う意味では、結婚と仕事を両立みたいな課題も前にあるのだけれども、それが抜けてしま

っているので、その辺は広めに御検討いただければと思います。 

 それでは、まだまだあるかと思いますけれども、今日伺った御意見を踏まえて、次回、

中間評価の取りまとめのバージョンアップした案を出していただきますので、それを踏ま

えて議論したいと思います。 

 本日はここまでとさせていただきますが、次回は７月下旬頃の開催を予定しています。

日程については改めて事務局から御連絡いただけるということになっています。 

 それでは、本日も熱心に御議論いただいてありがとうございました。長時間どうもあり

がとうございました。これで終わらせていただきます。御苦労さまでございました。 


