
情報提供チームの活動報告

情報提供チームリーダー 安藏

資料４



情報提供チーム開催の状況
第１回 10月22日（火）
（１）情報提供チームの活動方針について

（２）江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授濱田逸郎氏

（日本広報学会前理事長）よりヒアリング

（３）後藤憲子委員よりヒアリング

（４）安藏伸治委員よりヒアリング

第２回 12月03日（火）
（１）男性不妊症の現状と課題

・石川智基リプロダクションクリニック大阪CEOよりヒアリング

（２）助産師の立場から見た情報提供について

・髙橋眞理北里大学看護学部教授よりヒアリング

（３）情報提供における課題

・宋美玄委員よりヒアリング



情報提供チームの活動方針について

●目的
生涯を通じて健康を保持できるライフプランをよりよく考える材料として、妊娠・出産
等にかかわる科学的な知識を提供することを目的とし、男性、女性、企業など関係者
に対して、必要な情報を提供する手法について検討する。

●当面の活動
・妊娠・出産等に関する情報について、どの主体が（Who）、誰に対して（Whom）、どの
ような内容を（What）、いつ（When）、どのような機会で（Where）、どのような手法で
(How)、情報発信をすることが、受け入れられやすく、かつ、効果的であるかについて
整理する。
・民間団体や個人によって行われる妊娠・出産等に関する情報発信事例を収集す
る。
・諸外国における妊娠・出産等に関する情報提供事例を調査する。
・各委員や外部有識者等からのヒアリングを行う
・以上を踏まえ、適切かつ効果的な情報提供の手法を検討する。



これまでの議論における
主なポイント



 女性だけではなく、その夫も当事者であり、さらにその周
囲を含め広範な国民がターゲットである。

 それぞれのターゲットに合わせた適切なメッセージを出
す必要がある。

ターゲットに合わせた情報の創造ターゲットに合わせた情報の創造
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【当事者】

【当事者家族】
【関係者】

当事者やその家族の
周囲にいる人
（友人、会社の同僚
・上司など）

当事者の家族
（両親など）

ターゲットである
女性およびその夫
当事者予備軍として
の若年層

【企業】

当事者やその家族が
所属している企業

その他国民

【国民全体】
■子どもの有無
（ママ、プレママ、子どものいない家族）
■仕事意識の違い
（キャリア志向、専業主婦志向・・）
■仕事内容の違い
（営業＝時間のコントロールが難しい、
内勤＝自宅でも仕事が出来る・・）
■職場環境の違い
（大企業⇔中小企業、
理解ある職場⇔ない職場・・・）
■家族環境の違い
（夫が協力的⇔非協力的、
親や親せきが近い⇔遠い・・・）

例えば女性だけを考えても、様々
な環境の違いや意識の違いがあ
り、受け止め方やニーズが違う。
「女性」とひとくくりには出来ない。

【自治体】

当事者やその家族が
居住している自治体

【学校】

小学校、中学校、
高校、大学等
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話題性と正確性話題性と正確性

 少子化問題は我が国の社会経済の根幹にかかわる問
題であり、広く国民的関心を高める必要がある。

 結婚・妊娠・出産にかかわる情報は科学的裏付けが求め
られ、正確で総合的な情報発信が不可欠である。

 しかし、正確で総合的な情報は話題になりにくく、断片的
で一般の興味を引く情報は正確さに欠けがちである。

 「国民的関心の向上」を行いつつ、必要に応じ「正確で総
合的な情報の提供」へ誘導する動線を設計すべき。

 また、当事者に対する、家族・友人等周辺からの間接的
な影響力（口コミ効果）を期待したい。
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誰が情報発信するか誰が情報発信するか

 結婚・妊娠・出産など個人の自由意思にかかわる領域に政
府が関与することへの反発が存在。

政府は事実情報の告知にとどめ、個人の考え方や価値観にかかわ
る内容については医師・研究者・NPO等が主体となり情報発信を行
うべき。

インフルエンサー：国民にわかりやすく伝え、共感を持ってもらう

ためには、人々に影響力があり、正確な情報が広く伝わるような

インフルエンサーとなるような著名人などから発信してもらうことも

有効。

©Copyright 2013 Itsurou Hamada., all rights reserved. 

第１回 濱田氏提出資料



「説得」から「納得」のコミュニケーションへ「説得」から「納得」のコミュニケーションへ

 結婚や出産は個人の自由意思に基づくものであり、国が
関与すべきものではない。国からの押しつけと受け取られ
かねない情報発信は厳に慎むべきである。

 産婦人科学会をはじめとする各学会、医会、自治体、関連
NPO、有識者等を組織し、それぞれが独自の見識に基づ
き情報発信する中核組織を形成すべき。

 場合によりタレントや著名人等第三者の発言も有効。

 国から発信する情報は、各種施策や事業の紹介、調査結
果等、価値観に左右されない事実情報などが適当。

 マスメディアによる周辺テーマを取り上げた特集等企画が
有効。

 これらによりマスメディア・ソーシャルメディアでの話題の増
幅をはかり、本件への関心を高める。
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2013年10月22日 ベネッセ教育総合研究所 9

２０１３年 「未妊レポート」サマリー

未婚女性 未婚男性

2013年
調査

結婚意向 63.2％ 50.5％

交際相手なし 63.5％ 73.9％

子ども意向 54.2％ 48.9％

妊活認知 64.5％ 35.3％

卵子老化認知 64.8％ 40.4％

2007年
調査

結婚意向 62.6％ ――

交際相手なし 50.4％ ――

子ども意向 61.4％ ――

既婚女性 既婚男性

2013年
調査

子ども意向 56.9％ 67.3％

子ども意向有のうち
今すぐ欲しい

74.0％ 71.1％

妊活認知 74.8％ 41.6％

卵子老化認知 73.6％ 47.0％

2007年
調査

子ども意向 58.2％ ――

子ども意向有のうち
今すぐほしい

60.8％ ――

◆未婚女性の６割、未婚男性の７割は交際相手がいない。

◆既婚者の子ども意向は、女性６割弱＜男性７割弱。男性のほうが多い。

◆既婚者で子ども意向のある人のうち、「今すぐ子どもを持ちたい」は男女ともに７割
（既婚者全体の４～５割を占めている。女性は2007年調査より１割以上増加）

◆「妊活」「卵子老化」の認知は、男女間の差が大きい。

結婚意向 ：「ぜひ+できれば」結婚したい
子ども意向：「ぜひ+できれば」子どもが欲しい

子ども意向：「ぜひ+できれば」子どもが欲しい
今すぐ欲しい：子ども意向がある人のうち、今すぐ子どもを持ちたい人
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2013年10月22日 ベネッセ教育総合研究所

子どもを持たない理由は男女で違いが見られる

◆「子どもを持ちたい理由」は、「ぜひ」「できれば子どもが欲しい」と回答した人にその理由を回答してもらった。
19項目について、「あてはまる」の上位5項目を表示

◆「子どもを持たない理由」は、「子どもはいてもいなくてもよい」「子どもは欲しくない」「子どもをもつことについて考えて
いない」と回答した人にその理由を回答してもらった。18項目について、「あてはまる」の上位５位を表示

子どもを持ちたい理由（2013）
既婚男性 ％ 既婚女性 ％

１ 自分の子どもが
欲しいから

69.4 自分の子どもが
欲しいから

70.6

２ 好きな人の子ど
もが欲しいから

53.0 好きな人の子ど
もが欲しいから

64.3

３ 孫を見せて親を
喜ばせたいから

42.1 孫を見せて親を
喜ばせたいから

58.5

４ 配偶者が欲し
がっているから

38.9 自分の年齢に

リミットを感じて
いるから

51.8

５ 子どもが好きだ
から

33.8 子どもをもつこ
とで自分の成長
できそうだから

44.2

子どもを持たない理由（2013）
既婚男性 ％ 既婚女性 ％

１ 今の生活レベル
を維持したい

30.8 子育ては大変そう 48.2

２ 自分の時間を大
切にしたい

28.6 自分の時間を大
切にしたい

39.0

３ 子育ては大変そ
う

27.6 今の生活レベルを
維持したい

32.7

４ 経済的に余裕が
ない

26.5 親になる自信がな
い

32.5

５ 今の社会環境で
は、安心して子
育てできない

25.4 今の社会環境で
は、安心して子育
てできない

31.2
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2013年10月22日 ベネッセ教育総合研究所

妊活、卵子老化の認知度

「妊活」「卵子老化」について

未婚女性は両方とも６割台、既婚女性は7割台が
「聞いたことがある」と回答。

それに対し、
未婚男性は３割台、既婚男性は4割台の認知。

男女の認知の差が大きい。
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2013年10月22日 ベネッセ教育総合研究所

妊娠出産に関する情報発信をする際の留意点

多様化している30代以降への情報提供は丁寧に

現在、１０代・２０代の人には妊娠出産に関する科学的情報を伝えることで、
今後のライフプランを検討する際の参考にできる。学校教育等の中で実施できるとよい。
難しいのは３０代以降の人への発信。
正しい知識を得ることで妊娠出産の機会を逸しないで済む人もいるが、
結婚・子ども意向はあるが、交際相手がいないという人、
経済環境などが厳しくて、すでに子どもを持つ意欲を失っている人もいて、
多様化している。
対象者の状況を十分考慮し、情報提供の内容や方法を工夫する必要がある。

男性を対象とした情報発信の強化を

「妊活」「卵子老化」の男性の認知はまだ低い。
妊娠出産に適切な年齢があることを知ることで、
男女の子どもが欲しいと思うタイミングのズレや、
高年齢での出産リスクを負うことを防げる可能性がある
また、子どもを産むことを女性が抱え込むことも防げるのではないか
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2013年10月22日 ベネッセ教育総合研究所

参考：30代以降の人たちは多様化している
10歳 15歳 18歳12歳

小学
生

中学生 高校生

20歳

25歳

25歳

30歳 35歳 40歳 45歳

未婚者

既婚者

子育て中の夫婦

結婚意向：女性６割、男性５割
子ども意向：女性６割、男性５割

交際相手いない
女性６割、男性７割

子ども意向：女性６割弱、男性７割
うち７割はすぐ子どもを持ちたい

大学、短大
専門学校

社会人

未妊レポートの調査対象者

ライフ
プラン

状況に合わ
せた情報
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