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少子化社会対策大綱の推進に関する検討会（第６回） 

議 事 次 第 
 
 
 

 

日時：令和４年７月 26 日（火）10：45～11：45 

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） 中間評価の取りまとめに向けた議論 

 

３．閉会  
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新平 紗恵子 雇用環境・均等局職業生活両立課課長補佐 

政木 隆一  雇用環境・均等局在宅労働課課長補佐 
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○佐藤座長 それでは、遅れている委員もいらっしゃいますが、時間を少し過ぎましたの

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６回会議を始めさせ

ていただきます。 

 本日は、少子化社会対策大綱の推進に関する検討会の中間報告の案について御議論いた

だきます。 

 関係省庁から質疑対応のため、内閣府のほか、厚生労働省、文部科学省、国土交通省、

内閣官房こども家庭庁設立準備室に御出席いただいています。 

 なお、野田大臣も途中から御参加いただける予定です。 

 本会議は原則公開しており、オンラインで報道関係者の傍聴を受け付けておりますので、

その旨、御了承ください。 また、事務局に異動があったということですので、議事に入

る前に御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○吉住統括官 ６月28日付で子ども・子育て本部統括官に着任いたしました吉住でござい

ます。前職は男女局の審議官でございましたので、先生の中にはもしかしたら知っておら

れる方もおられますと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○北波審議官 同じく６月28日付で子ども・子育て本部審議官に着任いたしました北波と

申します。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○中島参事官 ７月１日付で少子化対策担当参事官に着任いたしました中島でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 前回の検討会では、これまでの議論における皆様の御意見を踏まえて、中間評価骨子（案）

としてお示しし、御意見いただきました。 

 その際頂いた意見は資料３としてまとめさせていただいています。これを踏まえ、資料

１、２のとおり、中間評価（案）としてまとめていただきましたので、まず事務局からそ

の案について御説明いただければというように思います。よろしくお願いします。 

○中島参事官 事務局でございます。 

 前回、骨子について御議論を頂きましたけれども、そのときの議論を踏まえて修正をし

ますとともに、各施策の進捗状況の評価や方向性につきまして追記をいたしまして中間評

価（案）としております。 

 こちらの中間評価（案）につきまして、前回の骨子の議論の際に御説明した内容と重複

するところもございますが、概要版として全体を整理した資料１に基づき説明をしたいと

思います。 

 まず１ページ目でございますが、本文におけます「はじめに」と「おわりに」を基に記

載をしております。 

 まず「少子化の現状認識」としまして、出生数は81万1,604人と過去最少、20代人口は40

代人口の３分の２程度、婚姻件数は50万1,116組と戦後最少となっていることを記載し、少
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子化の進行は社会経済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しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症の流行は、結婚、妊娠・出産、子育ての当事者に多大

なる影響を与えており、特に我が国では若い世代の将来不安などの影響を与えたと考えら

れるとしております。 

 次に「取組状況の概括」におきまして、現在の大綱が策定をされました2020年５月以降

の主な取組といたしまして、新子育て安心プランに基づく保育の受け皿整備、今年４月に

開始された不妊治療の保険適用、育児・介護休業法改正法による男性育休の取得促進、今

年の通常国会で成立した児童福祉法改正法による子育て世帯に対する包括的な支援のため

の体制強化などを例示しております。 

 次に、検討会の発足後に大きな動きのありました「こども家庭庁創設の動き、こども基

本法の成立」についてでございます。こども家庭庁設置法等や議員立法によるこども基本

法の成立によりまして、こども政策の新たな司令塔機能を担うこども家庭庁を来年４月に

設置するとともに、少子化対策を含むこども施策に関する大綱であるこども大綱を今後作

成することについて記載をしております。 

 次に、赤枠の部分でございます。「今後の少子化対策に向けて」におきまして、中間評

価の位置づけ、あと、こども家庭庁を司令塔とした今後の少子化対策に向けての考え方に

ついて記載をしております。 

 まず、これからの日本を担い、社会全体の未来をつくっていくのは将来の世代・子供で

あり、子供の存在は社会の存在に欠かすことができないこと。少子化対策は人への投資と

しても重要であり、これから生まれようとする子供や親世代も含めた支援が必要である。 

 少子化は、既婚者の問題でも女性・子供の問題でもなく、我が国の社会経済の根幹を揺

るがしかねない喫緊の課題であるという危機意識を共有し、社会全体で少子化対策を大胆

に、強力に進めていかなければならない。 

 一方で、国や社会の都合で若い世代に特定の価値観を押しつけたりプレッシャーを与え

たりしてはならず、若い世代が結婚や子育ての希望を持てるようにし、その希望をかなえ

るという姿勢で推進すべきであり、少子化対策では当事者となる若い世代を真ん中に据え

ていくことが求められるといったことを記載しております。 

 次に、検討会としての取組について記載をしておりまして、本検討会では、大綱に基づ

く取組の一層強力な推進、特に今後のこども家庭庁を司令塔とした少子化対策の更なる推

進に資するよう、できる限り定量的・定性的なデータを参考にしつつ、これまで取組が進

んだ点や課題点について議論を行い、取りまとめた、としております。 

 次に、今後の課題といたしまして、本文では「おわりに」の方に記載をしている部分で

ございますけれども、今後、各施策について、データの調査・分析を充実させるとともに、

新型コロナウイルス感染症の影響を含め様々な社会経済の変化を捉えながら必要な施策を

講じていくことが求められる。その際には、結婚・子育ての当事者や若い世代の目線に立



7 

 

って施策を検証・評価し、施策の改善につなげていくことが必要。 

 必要な安定財源については、政府を挙げて、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、幅広く確保に努めていくべきとしております。 

 その上で、最後の部分でございますけれども、今後の少子化対策を含む、こども政策の

推進に向けて、こども大綱の策定のための検討に当たっては、少子化対策をより重要な柱

として位置づけ、若者や子育て世代の目線に立って施策の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期待。今後のこども政策の推進に当たっては、本検討会の

中間評価を踏まえた結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた総合的な少子化

対策を図り、一層強力に進めていくことを期待、としております。 

 おめくりいただきまして、２ページ目、３ページ目には、これまでの検討会におけるテ

ーマ別の議論と中間評価の骨子案に関する議論を基に、重点項目に対する現状評価、それ

は左側に書かれております。今後の方向性、右側でございますけれども、こちらを記載し

ております。 

 概要版でございますのでごく簡単な記載にとどめておりまして、御説明し切れない部分

もありますので詳しい記載は本文の方を御参照いただければと思います。 

 まず黄色塗りの部分の「ライフステージ横断」の施策についてでございますけれども、

「地域の実情に応じた少子化対策」「働き方改革」「結婚、妊娠・出産、子育てに温かい

社会づくり」ということで取り上げております。 

 まず「地域の実情に応じた少子化対策」についてですけれども、「結婚・子育てに関す

る地方公共団体の取組に対する支援」としては、取組の広がりも踏まえつつ、今後、取組

の面的な拡大、優良事例の情報提供・横展開を推進すべきとしております。 

 次に「地方創生の観点からの少子化対策」につきましては、子育て世代の移住推進が進

められている一方、若年層の女性が地方から東京圏へ大量に流入することが少子化、人口

減少が加速する要因の一つとなっていることから、女性や若い世代にとって魅力のある仕

事の創出等を進めるべきとしております。 

 次に「働き方改革」についてでございますが、コロナ禍による社会経済や国民生活の変

容も踏まえ、テレワークの推進や転勤に関する雇用管理の周知も含めた、多様で柔軟な働

き方の推進をすべきとしております。 

 「結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり」についてでございますが「子供を生

み育てやすい国」と思えない若い世代が抱く不安への対応が必要であることから、各支援

の充実はもとより、若い世代の目線に立った、必要なときに必要な支援が確実に届く情報

発信を進めるべきとしております。また、社会全体での理解を進めていくために、少子化

が社会経済に与える影響や支援の重要性について情報発信を進めるべきとしております。 

 以降、ピンクの色で塗られた部分、こちら「ライフステージごと」のテーマとして大綱

に合わせまして「結婚」「妊娠・出産」「子育て」に分けて記載をしております。 

 まず「結婚」についてでございますが「地方公共団体による総合的な結婚支援の取組に
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対する支援」については、地域少子化対策重点推進交付金による取組が広がっていること

も踏まえつつ、今後は自治体間の連携を伴う取組、広域的なマッチング支援、地域経済界

など多様な地域の担い手との連携など、より効果的な結婚支援の在り方を検討していくべ

きとしております。 

 「若い世代の経済的基盤の安定」につきましては、若者の非正規雇用労働者の正社員化

等の支援といった若い世代への雇用の安定等に向けた施策を進めていくべきであり、また、

若い世代の経済的基盤の安定のためには、若い世代への住宅支援や新しい資本主義の実現

に向けた「人への投資」に係る施策の推進も重要であるとしております。 

 次に「妊娠・出産」についてでございますが、「妊娠前からの支援」につきましては、

妊娠を希望する方も希望しない方も、男女ともにあらかじめ性や健康についての事実を知

っておくことは必要であることから、男女双方の問題として男女ともに性や妊娠に関する

正しい知識を身につけ、健康管理を促すプレコンセプションケアを推進すべきとしており

ます。また、今年４月からの保険適用により、不妊治療の利用促進が期待される一方、不

妊治療経験者のうち16％が仕事を、11％が不妊治療をやめているという現状もあり、企業

の取組を促進することも含め、不妊治療と仕事との両立支援を進めていくべきとしており

ます。 

 ３ページでございます。 

 「妊娠・出産」の続きでございますが、「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支

援」につきましては、産後ケア事業の2024年度までの全国展開を目指した整備、本年の通

常国会で成立した児童福祉法改正法によるこども家庭センター設置の努力義務化などが進

んでおります。妊娠期から地域とつながり、安心感を得られるよう、今後、こども家庭セ

ンターの設置促進、産後ケア事業の一層の推進のほか、妊娠・出産をする当事者に届く十

分な情報提供も必要であるとしております。 

 「妊娠・出産に関する経済的負担の軽減」につきましては、出産費用の実態把握等に向

けた調査研究が実施されていることから、出産育児一時金をはじめとした妊娠・出産にか

かる経済的負担の軽減を検討していくべきとしております。 

 次に「子育て」についてでございます。 

 「男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備」につきましては、待機児童の解消に

向けた新子育て安心プランや新・放課後子ども総合プランによる取組を踏まえ、これらを

着実に実施すること。男性の育児休業取得率が12.65％にとどまることから「産後パパ育休」

など育児・介護休業法を円滑に施行し、また、男性が子育てのスタートから参画すること

が重要であることから、両親学級等の活動支援をしていくべきとしております。 

 「地域・社会による子育て支援」につきましては、地域において敷居の低い寄り添い型

の支援体制が必要であること、保育所等の整備が進み、地域でいかに施設を効率的に運営

するかのステージに移行していることから、多機能型の地域子育て支援拠点の更なる活用

とともに、一時預かりなど保育所等の活用推進の検討、多様なニーズを踏まえた利用者目
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線に立った取組の推進をすべきとしております。 

 「子育てに関する経済的負担の軽減、教育費の負担の軽減」につきましては、第２子、

第３子と理想の子供の数が多くなるほど経済的負担の重さが希望の実現の大きな阻害要因

となっていることから、児童手当法改正法附則に基づく検討や給付型奨学金と授業料免除

の多子世帯等の中間層への拡大などを進めていくべきとしております。 

 「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」につきましては、

若い勤労単身世帯の消費に占める住居費の割合の上昇、子育て世帯の約４割が望ましい居

住面積水準を達成していないことなどから、子供を生み育てやすく良質な住宅の確保等を

すべきとしております。 

 次ページ以降ですけれども、参考資料といたしまして４ページに本検討会の構成員、あ

と開催経緯等、５ページには大綱の主な数値目標の進捗状況を記載しております。説明は

省略をさせていただきますけれども、適宜御参照をいただければと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました概要ですけれども、お手元に中間評価の案が

あるかと思いますので、それについて皆様からお一人３分程度、御意見を伺えればと思い

ます。 

 中間評価は検討会として取りまとめたということですので、皆様お一人お一人の発言、

全部入っているというようにはなかなかできない部分もあるかと思いますが、できるだけ

カバーするようにさせていただきましたが、そういう意味では、これから今後の少子化対

策を進めていく上も含めて、この辺、もう少し強調していただければとか、自由に御発言

いただければというように思います。 

 それでは、駒村委員、まだなのかな。駒村委員、いらしていただいたということで。 

 では、この前、村上委員から逆に行ったので、天野委員から順に３分程度ずつ御意見を

伺えればというように思います。よろしくお願いいたします。 

○天野委員 天野です。よろしくお願いいたします。 

  私からは１点です。今、概要の御説明を頂いたところなのですけれども、２ページの

ところに「女性や若い世代にとって魅力ある仕事の創出、子育て世代の移住促進」という

ことを書いていただいています。これは確かにそうなのですが、地方に先月も４県行って

まいりましたし、このあと29日に福島県にも行って現地の情報を頂いている身として付け

加えさせていただきたいところがございます。 

 「女性や若い世代にとって魅力ある仕事の創出」と言ってしまうと仕事、若い女性が好

きな仕事というものがあり、それが不足しているといっているのではないか、という考え

方をする方が出てきます。例えば、ネイリストとかおしゃれな飲食系の仕事とか、女性が

好きそうな仕事を地方に創るということか、という発想をする方が非常に多いのです。と

ころが、そもそも論として、女性の地方においての活躍の壁になっているのは、働き方の
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ほうが強くございます。地方の企業の優秀な社長さんで、女性をたくさん雇用されている

ような、しかも、女性があまり就かないように地元では考えられている建築業や情報通信

業の社長さんたちがあまねく強調されることは、働き方が壁になっている、ということで

す。女性活躍をすすめておられる社長さんが、「能力はあっても働き方が合わなくて去っ

ていく女性たちを何とか雇用したい」ということをおっしゃって、大胆なテレワークや超

遠隔地採用などをされて成功されていたりするわけです。 

 ですので、御提案といたしましては、女性や若い世代にとって魅力ある仕事や「働き方」

の創出、という表現に変えていただけると、非常に現実的で有効な示唆に富む概要表記に

なるのではないか、という御提案をさせていただければと思います。 

 時間もございますので、私からは１点、これだけにいたします。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。働き方改革のことは後ろにそこは出てくるの

で、そういうことを踏まえてということですね。趣旨はよく分かりました。 

 それでは、駒村委員、少し後ろにしますか。今でもいいですか。 

○駒村委員 開始時間を間違えておりまして、失礼しました。ちょっと飛ばして後のほう

にしていただければと思います。 

○佐藤座長 では、すみません、駒村委員は村上委員の最後にということで、一応今、中

間評価の概要について御説明いただいて、皆さん、できるだけ酌むようにしていますけれ

ども、もう少しこの辺を強調したらとか、これからの施策を進める上でこういうことを考

えてほしい、特に今後について御意見を伺えればいいかなというように思っていますので、

それでは、すみません、駒村委員は後にということで、榊原委員、お願いいたします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 これだけ幅広い各省庁にまたがるような施策をまとめていただくのは大変だったと思う

のですけれども、非常に論点がはっきり示されて、今後の方向性を明確に出していただけ

たこと、評価し、感謝したいと思います。 

 私のほうからお願いしていたのは、こども家庭庁やこども基本法ができて「こどもまん

なか」という政策の進め方が社会合意になったことを踏まえて、今後、社会のために少子

化を克服するのではなく、子供や子供を育てる、育てたいと思う人たちこそが、当事者が

中心となった政策やサービスの提供になっているかということを間断なくチェックしてい

くような、そういったような政策全体の見直し、その方向性を出していただきたいという

ことだったのですけれども、各箇所にそういった方向性をきちっと入れていただけて大変

よかったと思います。 

 もう一つ、改めて強調させていただきたいのが、今後の安定財源の確保の件です。これ

までも何度も安定財源のことは検討課題として挙がっていますけれども、課題で置いてお

いてはもういけない。必ずこれを進めていくのだというような強い意向を出していただき

たいと思っていたのですけれども、こども家庭庁の発足に向けて方向性を示していただき

ました。さらに、政府としてはここのところをもう先送りせず、これだけの「静かなる有
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事」まで政府も表現しているのですから進めていただきたいというのが２点目です。 

 ３点目、総合的な少子化対策の充実を図っていくという点です。新しい行政組織をつく

るということになった背景に、縦割りでばらばらだった子供の政策を見直そうという意思

があったわけですけれども、それを踏まえて総合的な子育て政策になっているのか。それ

を当事者の目線からチェックしながら、満足度調査もしながら一層強力に進めていっても

らいたい。改めて願い申し上げたいと思います。 

 そのために、最後に１点ですけれども、その全ての当事者に必要な情報が必ず届くよう

な方策を講じるということに留意していただきたい。情報発信と書いてあるのですが、サ

イトに載せたから、チラシを出したから、お知らせをしたから、情報発信はしたというこ

とではなく、これだけ情報が氾濫している時代に、子育ての中で刻々と状況が変わってい

く当事者に必要な情報が必ず全員に届くような方策とはどういうものなのかということを

政府側のほうで考え、構築していっていただきたいというのがお願いです。 

 以上です。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。発信するだけでなく、ちゃんと届くように

ということだよね。 

 それでは、前田委員、よろしくお願いいたします。 

○前田委員 ありがとうございます。 

 取りまとめ、どうもありがとうございました。私は、細かい文面や内容については本当

に今、榊原委員からお話がありましたように目配りしていただいて「こどもまんなか」と

いう当事者の意識を入れて頂きたいということで、これまでにない報告書になっていると

思います。皆さんに感謝申し上げたいと思います。 

 ただ、私が気になりますのは、今までもこのような取りまとめが数々なされてきたわけ

なのですけれども、1994年のエンゼルプラン開始以来、やはり既存政策の改善、拡充とい

う形で縦割りがなかなか解消されていません。いろいろな政策に自治体は取り組んでいる

ものの、量も質もまだ不十分であるとか、縦割りの特徴で当事者に必要な情報がなかなか

いかない。しかも、様々な政策に所得制限が入っているだけでなく、また、それが自治体

の財政力によって所得制限の枠組みが違っておりますので、非常に当事者にとって分かり

にくい制度になっています。ですので、この報告書を契機に、これまでの施策の延長線や

改善ではなく、抜本的に総合的に分かりやすいようなシステムをつくる。介護保険とまで

はいきませんけれども、導入によって高齢者福祉の世界がゼロから構築するように世界が

変わりましたような覚悟を持って、子育て支援に取り組んでいただきたいと思っておりま

す。 

 しかも、この報告書を作成している最中に予期せぬウクライナ戦争、円安が進みまして、

更に若い人たちは日本の将来を不安視し、国力が落ちてきているということを感じ出して

おります。何度もこの委員会で言わせていただいたとおり、中途半端なアピールではなか

なか若い世代が安心感を持つことはできない。こども家庭庁の発足に当たって本当に若い



12 

 

人たちがこの日本で子供を生み育てることが安心できる。結婚したいとき、子供を産みた

いとき、欲しいだけの子供の数を産んで、そして、その生活が保障できるという強いメッ

セージを出していただくことをお願いしたいと思います。 

 それはなぜかといいますと、私の周りでも安定した雇用に就けた子たちで好きな人が出

きた人は、若い20代のうちに結婚して既に20代のうちに第２子を産むようなカップルも何

組かおります。やはり守られている、将来の見通しがある、安心できるという展望があれ

ば皆様、恋愛もするし、結婚にも踏み出すし、子供もごく自然に望むように生める人たち

の層もいるのです。しかし、若者の格差も広がっているというように感じておりますので、

是非この中間報告をきっかけに、省庁を挙げてこども庁の立ち上げ、総合的な施策に今か

らすぐに取り組んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。御指摘のようにこども家庭庁ができる、これ

をきっかけに、これまでの延長でなく総合的に新しい段階の少子化対策をやっていただけ

ればというように思います。どうもありがとうございます。 

 それでは、松田委員、お願いいたします。 

○松田委員 松田です。 

 そうしましたら、私の方から手短に２点、申し上げたいと思います。 

 １点目は、私のまず少子化の研究及びそこからの方向性に対するスタンスです。この中

間評価の認識にも書かれていますとおり、我が国の出生率を低迷させている要因は１つ、

２つではなくかなりたくさんあります。私の言葉で言うと、総域的な少子化対策を進める

ことがやはり出生率回復に必要ではないかと思います。その際に、現物給付と現金給付、

これは両方とも拡充することが若い世代を支えるというのが私の考えです。 

 その上で、２点目、中間評価ですが、この中間評価は客観的で的確な評価がなされてい

ると私は思います。その上で幾つか申し上げます。 

 まずポジティブな点としまして、資料１、「取組状況の概括」に書かれていますとおり、

大綱策定後、もちろん、その前から、我が国の政府は少子化対策を相当拡充してきている

ということが確認されたということだと思います。もちろん、そこには自治体様や企業様

の御努力もあったと思います。具体的な客観的な指標でもそれが確認されるということで

す。 

 そして、今後の方向性、資料１に記述されたことが、濃淡は生じてしまうかもしれませ

んが、今後、しっかり進んでいくことを期待したいと思います。 

 なお、私、先ほど申しましたが、我が国の現物給付、現金給付という視点で見ると、現

物給付はかなり拡充してきています。もちろん、これで十分とは申し上げませんが、進ん

できている。一方、現金給付はかなり弱いところがありますので、そこのところは今後、

しっかり見直されるべきところではないかと思います。 

 細かな点で１点だけ最後によろしいですか。資料１の参考の５ページに「若い世代の正

規雇用労働者等（自らの希望による非正規雇用労働者等を含む）の割合」という指標が出
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ていまして、これは97％ぐらいになっているのですね。これは大綱に恐らく書かれた指標

なのでこのとおりでいいと思います。ですが、ちょっと誤解されかねない指標かなと思い

まして、こんなに雇用がよいのかと。若い世代の非正規雇用率は３割ぐらいになっている

ので、それは今後、参考指標等として取っておいて、それも踏まえて施策を推進されるこ

とが必要かなと思いました。 

 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。その数字の点は誤解のないように、その点、

大事だと思います。 

 村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 ありがとうございます。 

 中間評価（案）につきましては、前回、またその後も含めて細かな修正を御検討いただ

き、大変ありがとうございました。昨日、ちょっとぎりぎりになって申し訳なかったので

すけれども、提出資料ということで、今後、こども大綱に移っていかれるに当たってとい

うことで少し欄外のようなことをお伝えしたいと思っております。３点ございます。 

 １つ目が、これは子育て環境に対する若い世代からの危機感ということで、私自身も非

常に驚いたことだったのですけれども、今、SDGs、持続可能な開発目標について大学生の

方と毎週話しているのですが、2031年以降、次のSDGsができたときにどういうことを強調

すべきかということを質問として出しました。時節柄、平和とか気候変動というのを挙げ

る回答が非常に多いのですけれども、私、全然授業中にも強調しなかったのですが、子育

てしやすい環境をつくろうとか、子供を持てるようにといったような回答が600件ぐらいの

中で実に４％ぐらいもありまして、これがSDGsで言うところの目標級の課題だと今の20歳

前後の方々が思っているということ自体が本当に大きな、私も衝撃的でしたということ。 

 あと皆さん、22世紀まで恐らく生きていく世代なのですね。そういう人たちとやはりし

っかり議論する。本当に今がチャンスなのだということも改めて感じましたので、これか

らそういった機会をどんどんつくっていただいて、ドイツでもフランスでもやはり国民的

な議論をしている、してきたという経緯がありますので、この点は是非期待したいと思っ

ております。 

 ２つ目が、先ほどの概要の中にも大胆に強力にという表現がございましたけれども、少

子化社会対策という枠組み自体もしっかり大胆に見つめ直していく必要があるのではない

かと考えております。それは結婚制度ということについてなのですけれども、結婚と子育

てが深く結びついているという前提で今の枠組みというのはできています。 

 これはこれで間違いなくそうだろうということは賛成なのですけれども、その制度自体

が若い世代にとって魅力的なのかということも絶えず見つめ直していかないといけません

し、昨今、やはりジェンダー平等の観点で言うと、なぜ先進国の中で日本は同性婚が認め

られないのだということに素朴な疑問を感じる学生も非常に多くて、日本社会、これでサ

ステイナブルと言えるのかどうかといったぐらいの表現も出てきています。この議論を放
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置するということがやはり一番結婚離れであったりとか制度に対する忌避感とか、そうい

ったところにつながりかねないということを思います。ですので、大胆なと言ったからに

は、家族とか、家族の在り方、結婚の在り方というものに対しても踏み込んでいくという

か、子供家庭で言うと家庭の部分ですかね。そこの部分にはそこも期待したいと思ってお

ります。 

 ３点目が児童手当の所得制限の件で、私、前回、思いっ切り誤解をしましたけれども、

この点について、そもそも制限をすることについては前回も議論になったと思います。加

えて、制限の引き方ですね。共働きが当たり前の若い世代にとって、片方の年収でという

前提の置き方自体がもう理解し難いものという反応が私の身近で非常に強くて、全く国は

分かってないというぐらいの勢いで、何でこうなったのですかという反応ですね。私もな

かなか説明できない感覚に陥りまして、ここのところは本当になぜこうなったのかという

ところ、平たく申し上げますとマーケットの感覚とずれているというところがあると思い

ます。ですので、ここも今後、事あるごとに気にしていただくとよろしいのではないかと

いうように思います。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。今後は結婚や家庭の在り方、これは男女共同

参画の方でも課題としては挙がってきていますので、その辺も議論していくということが

少子化問題と密接に関係しますので、これから大事になるかなというように思います。 

 それでは、駒村委員、すみません、お待たせいたしました。よろしくお願いします。 

○駒村委員 すみません、ちょっと混乱しておりまして、時間を勘違いしておりました。

失礼いたしました。 

 中間報告については、私、前回は住宅補助に向けての記述をお願いして、今回ある程度

反映していただいていると思います。PDCAサイクルの中の中間報告ということでございま

すので、今回の取りまとめで結構かと思います。その上で、次回の中間点ではなくて次回

改定に当たっては、再度、様々な提案なんかも出されているわけですので、あるいはこう

いう数値目標も出ているわけですので、それができたのか、できないのかは検証する必要

がある。できないとしたらなぜできなかったのかを明確に検証するというのが次の課題で

はないかなと思っております。 

 コロナの影響を受けて、2017年の人口推計に比べると出生数の減少速度は８年ぐらい速

く進んでしまっているということで、これは日本社会にとってみれば社会保障財政はもち

ろんのことなのですが、様々な制度にとってみると非常に危機的な状態になっていくのは

もう明らかなので、このコロナにおけるダメージを今後、数年間で本当に回復できるのか

どうかがこの日本社会の将来を大きく左右する極めて重要な時期に入っていくのだろうと

思っているわけです。 

 私は日本の出生数の減少は、これは日本社会の家族を持つという土壌がかなり傷んでし

まって弱くなってしまっている。そこを立て直さないと、出生数だけ追ってもなかなか回
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復はしないだろうと。人々が生活しやすい社会になってないということが今までの、そし

て今の私たちの社会にある状態だろうと思っていますので、まずそこを直さなければいけ

ないだろうと思っています。 

 同じ内閣府の孤独・孤立の方のレポートもこの間、報告されましたけれども、孤独・孤

立が高齢者の問題ではない。孤独・孤立感が高い層は20代、30代、未婚者、それから、派

遣、無職、無業の方、こういう方が非常に高いということで、これは様々な問題が背景に

あるのだろうなと思います。これに代表されるように、社会がかなり傷んでいるというこ

とを真正面から見据えて、いきなり少子化対策だけの話をせず、姿勢としては、やはり社

会の傷んだものを直していくとその結果出生率も回復するということが大事なのではない

かなと思っています。その上で、様々な施策を行うために、先ほど榊原さんもおっしゃっ

たようにきちんとした財源で、そこをどこに投入するかを明確にしていく時期が来ている

のではないかと思います。 

 以上です。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。 

 皆さんの御意見で特に大きかったのは、これからこども家庭庁ができてくる中で、やは

りこれまでの少子化対策、もちろん、ちゃんと取り組んできたわけですけれども、少しレ

ベルを上げた形で進んでいきたいということでいろいろ御意見を伺いましたので、それは

今日も準備室の方、来ていただいていますので、是非今日の皆さんの御意見を踏まえて取

り組んでいただければというように思います。 

 皆さんの御意見を伺うと、今回の中間報告（案）、少し表現等々変えた方がいいところ

があるかも分かりませんが、基本的に皆さんの御意見を踏まえたものに出来上がっている

かなというように思いますので、今後、細かい修正は私にお任せいただくということで、

この案をもって当検討会の中間評価というようにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○佐藤座長 それでは、基本的に今日の御提案を中間評価というようにさせていただけれ

ばというように思います。特に本日、今後の少子化対策の取組について、今回、盛り込め

なかったところで今後の取組に生かすべき点、御意見いただいてどうもありがとうござい

ました。 

  

○事務局 大臣到着までもう少しお待ちください。 

○佐藤座長 大臣、来ていただけるのですが、ちょっとこの前の案件で時間を取られてい

るようですので少しお待ちいただくということで、休憩にしましょうか。今、25分ですの

で、半に入っていただくということで、すみません、よろしくお願いいたします。 

 

（休  憩） 
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○佐藤座長 それでは、お忙しい中、野田大臣においでいただきましたので、最後に一言

御挨拶いただければというように思います。よろしくお願いします。 

○野田大臣 改めまして皆さん、おはようございます。遅参いたしまして申し訳ありませ

ん。 

 検討会の主宰者として最後に皆様方に御挨拶申し上げます。 

 今、確認いたしましたところ、本日は検討会の中間評価をしっかりと取りまとめていた

だきました。ありがとうございました。 

 皆様におかれては、昨年の６月から計６回、本日まで大変熱心な御議論を頂きました。

社会全体の未来をつくっていくのは将来の世代、子供であり、少子化対策をこれまでのよ

うに女・子供の問題ではなく、我が国の経済社会の根幹を揺るがしかねない喫緊の課題、

まさに「静かなる有事」と認識して、社会全体で強力に進めなければならないということ

は、まさに私の思いでもあります。 

 また、こども大綱の策定のための検討に当たって、少子化対策をより重要な柱として位

置づけるべきであると力強いメッセージを受け取りました。大綱に基づく各施策について

は、自治体間の連携、広域的な支援、地元経済界との連携など、より効果的な結婚の支援、

そして、妊娠を希望する方もしない方も男女双方の問題として正しい知識を身につけ、健

康管理を促すこと、ライフステージを横断した多様で柔軟な働き方の推進。若い世代の経

済的基盤の安定に資する取組として、住宅支援なども推進すること。子育て支援について

多様なニーズを踏まえた利用者の目線に立った取組の推進など、今後必要となる様々な重

要な点をお示しいただきました。 

 政府においては、現在、来年の４月のこども家庭庁の創設に向けて準備を進めています。

中間評価を真摯に受け止め、できることから直ちに実行に移すとともに、こども家庭庁の

下、政府全体で少子化対策をしっかりと前に進めてまいります。 

 改めて、これまで活発な御議論を頂きました。大変広範にわたる内容を取りまとめてい

ただき、佐藤座長はじめ委員の皆様方に改めて感謝を申し上げ、私の挨拶といたします。 

 ここまではしっかり挨拶なのですけれども、ここは途中、「静かなる有事」で経済社会

というように限定してあるのですが、実は例えば文化とか、日本の価値は経済だけではな

い文化とか教育とか、あとやはり安全保障、この全て、問題が発生してきているのではな

いかと思っているので、ここではその一つである経済社会と申し上げたのですが、実はも

っと多岐にわたっていることだというように改めて皆さんとシェアしたいと思います。 

 また、国会が終わって、参議院選挙が終わってからずっと地方を回らせていただいてい

ます。人口僅か5,000人ぐらいの消滅危機のおそれがあると言われているところでも、やは

り一生懸命子供に対して取り組んでいる地方があるということを私も確認してまいりまし

た。子供という名目ではなくて地方創生という名目で子供に対する取組をやっているので

ちょっと分かりづらくなっているのですが、むしろ国の方がのんびりしていたかなと。 
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 多くの危機的な地域では、本当にピンチをチャンスにということで、そのピンチを逃れ

るために取り組んだ教育のありようなんかは逆に先進的なこども家庭庁が目指すような形

になっている。首長さんは必死でやって気がつかないのだけれども、結果としてそれが私

たちの４月から創設するこども家庭庁が担う仕事のモデルが幾つかできているということ

に、私はやはりこの日本のすばらしさという、地方だからできないではなくて、苦しいか

らこそ必死で答えを導き出している人たちの努力を皆様方にお伝えするとともに、やって

ないことはたくさんあるなと、気がついてないことはたくさんあるなと、ポジションを変

えればいろいろなことができるなということをぜひまた改めて分かち合えればと思ってい

ます。 

 本当にありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。野田大臣の少子化に対する思いを伺えて、

どうもありがとうございました。 

 それでは、今日、皆さんから御議論をいろいろ伺って、今、大臣からもありましたけれ

ども、今日はこども家庭庁の準備室の方も来ていただいていますので、中間報告に盛り込

めなかったこと、これからこういうことを考えていただきたいという思いを私からも是非

準備室の方にもお伝えしたいと思います。 

 これまで検討会で熱心に御議論いただいて、本当にありがとうございました。本日の検

討会はここで最後にさせていただければと思います。本当にありがとうございました。 


