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４．議事次第 

（１）開催の趣旨等について  

（２）森大臣からの挨拶  

（３）吉村内閣官房参与からの挨拶 

（４）委員からの自己紹介  

（５）有識者からのヒアリング  

・山口一男 シカゴ大学教授 

（６）意見交換 



５．議事概要 

（１）開催の趣旨等について  

事務局から今回の少子化危機突破タスクフォースは、現下の少子化という中で特に

結婚・妊娠・出産・育児というところに焦点を当てて、家族、地域全体で子育てを支

援していくといった切り口で検討するために開催されるものであることについて説明

があった。 

 

（２） 森大臣からの挨拶 

このタスクフォースは、待ったなしの少子化対策について、今すぐアクションを起

こすために専門的な御助言をいただくための実行部隊である。 

少子化の状況にはさまざまな背景がある。子育て支援だけではなく、出会い、結婚、

妊娠、出産、育児、これが横軸だとすると、その横軸を切れ目なく支援していく。縦

軸には家庭、会社、地域。その全てに切れ目なく国が支援をしていく必要があると考

える。 

このタスクフォースでいただいた御意見については、私と吉村内閣官房参与が総理

のほうに御報告を随時していきながら進めることになっている。 

子育てというのは、夢もあり希望もあり、子どもから元気をいただく本当に崇高なこ

とだと思っている。国民の皆様にそのことをもう一度御認識いただき、この少子化の国

家的危機意識を共有していただくことを目標に皆で頑張ってまいりたい。アベノミクス

でベビノミクスを巻き起こそうと思っているので、よろしくお願いしたい。 

 

（３）吉村内閣官房参与からの挨拶 

本当に日本から子どもがいなくなる前に、早急に国家レベルで少子化対策に取り組ま

なければならないと、今、非常に危機感を感じている。女性が心健やかに子どもを産む

ことができ、安心して子育てができる成熟した社会の実現というものを考えていかなけ

ればならない。 

 

（４） 委員からの自己紹介 

 

【山田委員】 

○ ５人家族だと子どもが大きくなるとタクシーも１台で乗れないとか、スーパーに行って

切り身の魚を買おうしても４枚しか入っていないとか、民間のマンションの賃貸とか売

出しをしている物件を見ても大体 2LDK か 3LDK で、３人子どもがいる家族というの

を想定していない。何か規格外の存在なのではないかと思うようなところも多くある。 

○ 保育の問題が騒がれているのに、なぜ学童になった瞬間に小学校３年生で放り出される

のか、夏休みとかを一体どうして過ごしたらいいのかということにも直面しており、こ

ういったことを生活する人間の親の立場からぜひ伝ていきたい。 



【安蔵委員】 

○ 一番大きな問題は、結婚したい女性が結婚できない、女性が幸せに暮らすことができな

い社会をこの国はつくってきてしまったということである。これは多分男性のほうはほ

とんどわかっていない。 

○ 日本人口学会は札幌で大会をやるけれども、この「少子化危機突破タスクフォース」の

ほうに、学会としても全面的に協力して知見を出していきたいと思うので、よろしくお

願いしたい。 

 

【井上委員】 

○ 働く女性が妊娠・出産したときに何かためになる特集が、実は雑誌であまりされていな

いなということがあり、編集長時代に「母になる」という特集をした。女性誌でその当

時妊娠・出産を扱うことはあまりなかったが、大変話題になった。それ以来、定番企画

として毎年一度「母になる」という特集をやっている。 

○ 最近の傾向として、キャリア女性たちがようやく仕事か子どもではなくて両方と思い始

めているにもかかわらず、仕事が忙しかったり、なかなか思っている時期に母になるこ

とを選べず、実際に子どもをつくり始めるとなると、卵子老化の問題だとか不妊の問題

に直面して、不妊治療している方もすごく多く、去年の特集ではそういった問題を取り

上げて非常に人気があった。 

 

【北澤委員】 

○ 住んでいる地域では少子化問題というのは余り感じられない場所である。皆さんが地域

として私の子だったり他人の子どもを育てていく。それはスポーツで関わっているとい

うことがあるからだろうけれども、すごく住んでいて心地がいいという環境である。 

○ 日本の現状も知った上で、逆に言うと問題点ばかりではなくて、いい部分というものを

見つけていく。これが早急の解決にもつながっていくのではないかなと思っているので、

父親の目線ということと、スポーツの目線ということで貢献ができればと思っている。 

 

【齊藤委員】 

○ センターに初診される患者さんの年齢もますます高齢化しており、昨年は39歳という方

が来られた。体外受精という治療をする平均でも41.7歳。年齢で治療を開始してもなか

なか妊娠しない。やはり何らかの方法で医学的には妊娠・出産には適齢期があって、我々

は20代の中ごろから後半ぐらいが一番妊娠・出産にはいい時期だろうと思う。やはりこ

の時期を知らずに高齢になってから初めて受診したり、初めて妊娠能力の低下に気づく

方がかなりいる。我々はどうにか妊娠適齢期、または妊娠力のことに関して、多くの方

が知るように情報発信していくことがすごく必要だと考えている。 

○ 仕事というのは仕事だけでは成り立たないで、やはり家庭があってこそ仕事というのが

進むわけなので、両方が両立できること、またいつ妊娠したら一番いいのかということ



についてきちんと考える時期は、やはり大学の就活を開始する時期ではないかなと思い、

これをターゲットに今、いろいろな大学で妊活講義というのをしている。 

○ 情報の発信力というのがまだまだ不足している。継続的に皆さんに情報を伝えていける

ようなシステムづくりというのがすごく大切である。 

 

【佐藤座長】 

○ 若い人は避妊の教育というのを結構やられていて、逆に避妊の教育があると、子どもは

すぐできる、妊娠はすぐするのではないかと逆に誤解してしまうという面もある。妊娠

も適齢期があることを若い人たちは知らない。 

 

【鈴木委員】 

○ 三重県で去年から幸福実感という幸福度調査をやっている。幸福実感に結婚が与える影

響ということで調べたが、既婚と未婚で比べると既婚のほうが幸福度が高くなっている。

特に男性のほうが既婚と未婚で幸福度の差が大きい。 

○ 幸福度を判断するときに一番重視した項目は、家族関係であった。やはり単身世帯より

も結婚しているところ、あるいは子どもがいるところ、三世代で住んでいるところのほ

うが幸福度が高まっている。 

○ ワーク・ライフ・バランス調査も行っているが、ワーク・ライフ・バランスの取り組み

が進んでいるところほど従業員の意欲が高まっている。育児休業を中心としたワーク・

ライフ・バランスを進めることは、経営者にとっても従業員にとっても幸福度が上がる

ということが、証明されている。 

○ 少子化対策をやらなければいけないのかという「大義」をいま一度しっかり国民の皆さ

んに言っていく必要があるのかなと思っている。くれぐれも「産めよ増やせよ」という

メッセージにならないように。 

○ 1.57ショック以降相当に会議や計画をつくったが、論点はほぼ出ており、要はやるかや

らないかではないか。官民挙げた体制整備と財源確保の議論を行い、国と地方が一緒に

なって、国任せにするのではなくて、我々もしっかり実行していくので、そういう協議

の場があるといい。例えば都市目線が結構多いので、地方目線というのも重視してほし

い。 

 

【佐藤座長】 

○ 「産めよ増やせよ」ということになるのは困るけれども、国民の結婚や出産について希

望がかなえられるように、それを阻害する要因を取り除くことが必要。そうすると、吉

村参与が言われたように今、少子化国なのだけれども、国民の希望がかなうと合計特殊

出生率は1.75となる。 

 

 



【早見委員】 

○ キャリアを持っていてもばりばり仕事をしていて、結婚したい、でもいい男性がいない、

でも体内時計は進んでしまうから子どもだけでも産みたいという人はものすごく30代、

40代の女性で多い。でも、実際一人で産んで子育てするというのはすごく大変なことだ

と思う。一人では絶対子育てというのはできない。私もそうであるが、ママネットワー

クと言うのか、すごく強いネットワークというのが必要。 

○ 娘を２人持つ親として、彼女たちが実際に母親になる時期になって子どもが２人以上欲

しいとか、例えば海外に出たとしても、日本ほど安心で安全な国はなかなかないので、

日本に戻って子どもを産みたいとか、子どもを育てたいという思いになってもらいたい。 

○ やはりキャリアを持ちながら仕事と家庭の両立をしやすい環境で、充実した生活ができ

る社会であることを今、私たちが本当に実践していかなければいけないのだなと思う。 

 

【原田委員】 

○ 社会インフラの充実だとか、子育て支援のプログラムだとか、こういったことだけが本

当の解決なのかなと考えると、やはり結婚することに対する啓発活動というものがもう

少し議論されてもいいのかなと思う。家庭を持つことのすばらしさというのは、どんな

物理的な満足よりもすばらしいものだということを、もう少し若い方に理解されるべき。 

○ やはり企業の中でも仕事の合間の家庭ではない。人生の中の一つが仕事であるというぐ

らいワーク・ライフ・バランスをしっかりもっと徹底しないと、これは日本の常識、世

界の非常識のような気がする。 

○ 子育てを支援するというディフェンシブな表現ではなくて、もっとオフェンシブに人口

増大政策ぐらいのスローガンを持ってリードしていただきたいと思っている。 

 

【松田委員】 

○ 保育サービスやワーク・ライフ・バランスというのは従来の政策を見ると前進してきた。

保育に関しては待機児童の問題が今、深刻化しているが、子ども・子育て関連の３法が

成立し、これから動き出すので、一つの道筋はできている。 

○ もう少し正面切ってやったほうがいいのではないかという問題意識は、出産前のところ

のライフステージに対する対策というのをもう少ししてはどうか。若い世代の教育や就

職や出会いや結婚、妊娠、出産もそうである。少子化対策を前倒しする、また在宅で子

育てされている方というのは、我が国では今でもかなり多い。彼らの状況もやはり視野

に入れてやらないといけない。 

○ 三本の矢ではないが、１つはやはり雇用対策。２つ目は婚活。３つ目がライフデザイン

教育。学生とかのもう少し若いころから将来のライフデザインというものを学べる、意

識できる。結婚、出産のこと、仕事のこと、家庭の大切さとか、やはり教育というもの

が大事だと思う。 

 



○ 子育てのネットワークがやはり脆弱化している。孤立という問題から出産をちゅうちょ

せざる得ない方がふえている。これに対する対策。多子世帯、特に３人以上産むという

ところはやはり経済的なハードルが高い。 

○ 危機感を訴える、目指すべき目標というものを掲げることが必要。目標というものがあ

ってこそ予算を獲得でき、支えるという国のメッセージになるのではないか。この打ち

出し方についてはやはり注意が必要かもしれないが、議論は前進させたほうがいい。 

 

【佐藤座長】 

○ 今回は結婚、妊娠のところも含めて議論するというのはすごく大事だと思っている。 

○ 結婚の意欲、出会う機会と結婚する決断が大事だけれども、これまで結婚意欲は高いと

言われていたのが、最近ちょっと落ちてきている。 

 

【宮島委員】 

○ 自民党政権の時も民主党政権の時も、少子化対策の様々な議論があった。政権が変わる

ごとにそれまでの議論をリセットしてスタートするというのは、もったいない。これま

で議論されてきた内容をとりあえず一つのスタート台にして、それらをうまく生かしな

がら次に向かえればいいと思っている。 

○ 民衆党政権では、議論がどうしても幼保のシステムのところとなった。今後の保育の仕

組みをどうしようかというところの議論は進んだと思うのだけれども、ことし産もうか、

あした産もうかという人たちへの対策というところはなかなか進まなかった。長期を見

越しての話だけではなくて、すぐにアクション、すぐに変えられる部分に関しては、ど

んどん変えなければいけない。 

○ 待機児童問題はやはり今後も議論になると思うけれども、横浜市のモデルというのは本

当にいいモデルになる。本当に全国の横軸展開にするということは大事だと思う。遠い

将来の質のことを心配する方々は確かにいるけれども、遠い将来質を落とさないという

ことをある程度約束というか担保しながらも、この１、２年の危機的状況、世田谷や足

立やいろいろなところで、母親たちが子どもを抱えて区役所に駆け込まなければいけな

いというこの事態に対して、何の手も打てないというのは大変な問題。 

○ 保育士不足が問題になっているので、保育士をふやして、かつ今すぐにでも保育士に持

ち上げられる方々に支援をすることとか、多様な選択肢を示すこととか、本当に今ある

あらゆる資源を活用することが大事。そのためにこれとこれをやるということをしっか

り打ち出して大臣にも頑張っていただきたい。 

○ なかなか進まないのはもう一つのワーク・ライフ・バランス。目先の仕事の中で、どう

しても子どもがいることがデメリットに感じてしまうという状況をどうするかという

ことは、長期的には日本の社会のため、将来のため、活力のために大事なこと。一人一

人の力だけではやはり限界がある。利益を上げなければいけない企業が、どういうイン

センティブだったらワーク・ライフ・バランスのほうに向かうのか。 



○ 部下のワーク・ライフ・バランスや多様な働き方を支援することが、管理職の評価上の

ポイントになれば、一つ大きく変わることができると思う。さすがに企業の評価制度を

国が動かすことはできないにしても、さまざまな企業がやっているアプローチを共有し

たり、お互い進め合うということによって、何とかそこを動かせないのかなと思う。 

 

【吉松委員】 

○ 同じ世代の友達を見ていると、産婦人科を見つけるのも苦労している友達や、私の出身

が九州の佐賀県だが、田舎は早い歳でできちゃった結婚をしてしまって、シングルマザ

ーも多い。ひいひい言いながらシングルマザーを頑張って、働いている友達もいる。 

○ 議論して先輩方に教わったものを、ブログなどを通して発信していきたい。 

○ 約70カ国のミスたちと議論をする場が設けられたが、何と日本は皆さん御存じのとおり

101位というランキングがミスたちの前で発表され、世界中の反応が驚きに満ちた。 

 

【吉村委員】 

○ 地方というのは人口減少が加速化しており、私は就任したときからそのことが大変大き

な課題だと思っていた。人口減少が続くと、労働力というものが減少し、社会活力の低

下につながるので、これは本当に喫緊の課題である。 

○ 婚活支援というものに取り組んでいる。前提として、若者が安定した仕事につき、安定

した収入を持つということが本当に大事。働く場、そして安定した就職、そこは本当に

大事な一つの大きな課題。ただ、割と安定した仕事についている方も実は晩婚化、未婚

化がとても多くなっているのが実態。出会いの場をつくるというのが本当に大事なこと

である。行政が直接関与できるのかどうかということも検討課題であるが、NPOやさま

ざまな団体が出会いの場をつくり出すことに対して、これまで支援をしてきた。そして

今は法人会にも委託して、法人会の活動に補助金を出すという支援をしている。 

○ 子どもを産んでも復職できるかできないかのところが若い女性は心配で、結婚しても子

どもを産むことに踏み切れないという声をよく聞く。そのため、職場で復職できるとい

う取り組みを支援することも大事だと思っている。 

○ 少子化について危機突破しないと大変なことになるという危機感を持っている。ぜひ結

婚支援とか、そういった結婚したい人が結婚できる環境づくりというものを国策として

やっていただきたい。そして、自治体も一生懸命頑張っているので、そういった活動に

対する財政的な支援などもお願いできれば大変ありがたいと思っている。 

 

（５）有識者からのヒアリング  

シカゴ大学教授の山口一男氏から出産・育児に関する課題及び支援に関するプレゼン

テーションがあった。 

 

 



（６）意見交換であった主な指摘 

 

（少子化の要因について） 

○有配偶出生率はほとんど変わっていない。つまり、結婚している女性はちゃんと子供を

産んでいて、さらに晩婚化していますから、年が近くなってくると、2000年、2010年に

なると高齢化の出産になっている。 

○出生率は全体では下がっているということはどういうことかというと、結婚していない

女性が子供を産んでいない。日本は結婚しなければ子供を産まないので、そういう状況

で要因分析をしますと、日本の出生率低下の80％は未婚率の上昇。つまり、結婚しない

ということが日本出生率の８割を決めている。残りの20％は出生行動の低下。その20％

の中に何が入るかというと、出産年齢の高齢化。不妊確率の上昇が10％。もう10％が何

かというと、育児支援だとかワーク・ライフ・バランスだとか、結婚後の環境の問題。 

○25～35歳の間の女性が本当に結婚したくなって結婚して子供を産める社会をつくらない

限り出生率は絶対戻らない。 

 

（結婚について） 

○出産前のところのライフステージに対する対策というのをもう少ししてはどうか。若い

世代の教育や就職や出会いや結婚、妊娠、出産。少子化対策を前倒しする。 

○結婚したい人が結婚できる環境づくりというものを国策としてやっていただきたい。自

治体も一生懸命頑張っているので、そういった活動に対する財政的な支援などもお願い

できれば大変ありがたい。 

○結婚したいと思っていることと、もう一つは出会いの機会があるということと、もう一

つは、結婚に踏み切る決断するということ。この辺はそれぞれ違った取り組みが必要か

なとは考えています。 

○結婚、そして子育てのポジティブキャンペーンを国策でやっていただくのが一番いいの

ではないかと実は思っています。 

 

（妊娠・出産について） 

○キャリア女性たちが仕事か子供ではなくて両方と思い始めているにもかかわらず、仕事

が忙しかったり、思っている時期に母になることを選べず、実際に子供をつくり始める

となると、卵子老化の問題ですとか不妊の問題に直面して、不妊治療している方もすご

く多い。 

○妊娠適齢期、または妊娠力のことに関して、多くの方が知るように情報発信していくこ

とがすごく必要。情報の発信力というのがまだまだ不足。継続的に皆さんに情報を伝え

ていけるようなシステムづくりというのがすごく大切。 

○マスコミなどで高齢期で産んでいるのが取り上げられると、40～50歳で産めるのだとい

うイメージが伝わっているのが問題で、そういう方もいらっしゃるのだけれども、それ



はデータを見ると例外。 

 

（育児について） 

○ 子育ての孤立感の解消というものに向けた社会全体で応援していくよという地域など

でやる仕組みについて水平展開していく。事例紹介をどんどん政府のほうでやってい

ただいたりするなどでやっていけば。 

○ 待機児童問題については、横浜市のモデルというのは本当にいいモデル。本当に全国

の横軸展開にするということは大事。世田谷や足立やいろいろなところで、母親たち

が子供を抱えて区役所に駆け込まなければいけないというこの事態に対して、何の手

も打てないというのは大変な問題。 

○ マクドナルドは女性の管理職を徹底して上げるということに取り組んでいる。これは

企業の競争力につながるし、国家競争力にもつながっていく。潜在能力を顕在化させ

ていくことは大変大きな機会点だと思う。 

○ キャリアを持ちながら仕事と家庭の両立をしやすい環境で、充実した生活ができる社

会であることを今、私たちが本当に実践していかなければいけない。 

○ 女性の就業継続が結婚をして第１子を産むと 80％なくなってしまう。つまり、結婚で

40％の人がフルタイマーから離れて、第１子を妊娠して出産するときにまた 40％追加。

20％しか残らない社会である。ワーク・ライフ・バランスの話だと、男性の働き方も

そうだし、もし 20％の人が就業継続すると、夫のサポートがなくなってくる。 

○ 経営者側の強烈な意識改革をやっていかない限り、ワーク・ライフ・バランスも絶対

に成立しない。 

○ 多子世帯、特に３人以上産むというところはやはり経済的なハードルが高い。それを

どうするか。 

 

【森大臣】 

○ 活発な御議論ありがとうございます。今回の委員は、20代、30代、40代、50代、60代

と年代別に全てそろっており、男女比も私を入れると８、８で男女比が半分となって

いる。 

○ サブチームを１つ作って、今、御意見が出た前倒しの部分、妊娠あたりに焦点を当て

たサブチームを１つ作ってやりたいと思う。 

 

【佐藤座長】 

○ 今、大臣からも御説明があったように、妊娠・出産について専門的に議論をしていただ

くために、このタスクフォースの部会的な形で妊娠・出産検討サブチームを設けて、妊

娠・出産分野について議論を深めていただくことにしたいと思う。サブチームの構成員

は、安藏委員にチームリーダーをお願いして、その後、タスクフォースのメンバーから

井上委員、齊藤委員、宮島委員に御参加いただいて、その他、この分野の専門家や関係



の方々、あとオブザーバーとして厚生労働省、文部科学省の関係部局に参加いただいて

議論していただくこととしたい。 


