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平成２６年４月２１日 

「少子化危機突破タスクフォース（第２期）」第３回 

少子化対策に関する総合的な数値目標の設定について 

三重県知事 鈴木 英敬 

１ 目標設定の必要性 

（１）国立社会保障・人口問題研究所の調査※１によると、2060年の合計特殊出生率は 

高位推計でも 1.6となっており、人口置換水準の 2.07には程遠い状況である。 

 今後、人口減少は避けられない状況のなか、このまま出生率が回復しなければ労

働力人口は激減し、社会システムそのものが成り立たなくなる可能性がある。 

 少子化対策に関する総合的な数値目標の設定は、少子化対策に関するＰＤＣＡサ

イクルをまわすために有用であることはもちろん、長期的に取り組むべき政策課題

であることをはっきりと明示するという点で大きな意義を持つと考えられる。 

※１：国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）』 

（２）例えば、公益財団法人世界平和研究所のレポート※２によると、「政策目標として

出生率 2 が達成されるまではあらゆる政策を行っていくことを明言することが必

要。国民が『国が本気で出産・育児を支援してくれる』『安心して子どもが産める』

と感じられるよう、国民の「期待」に働きかける政策が必要。」としている。 

   少子化対策の目標値として総合的なアウトカム指標を設定し、少子化対策が長期

的に取り組むべき政策課題であることを国民に明示するとともに、国や地方、企業

等の総合力を結集するためにも、政府の危機感や少子化対策への覚悟・本気度を国

民に伝え、機運の醸成につなげていく必要がある。 

同レポートによると、あわせて、「少子化政策のゴールは、最終目標を『合計特

殊出生率２の実現』として、中間目標は『生涯未婚率（50歳時点での未婚率）を男

性１０％、女性５％とする』として設定することも有効。」とも述べている。 

※２：『「出生率＝2」を目標にした異次元の少子化対策政策を』公益財団法人世界平和研究所

（平成 26年 1月） 

（３）少子化の歯止めにつながらなかった原因は、具体的な政策目標を欠いたため等 

の指摘も多い。※３ 

また、今後の政策立案と推進にあたっては、政策目標の設定、進捗状況の評価、

施策の重点化と集中的展開の視点が必要である。 

※３：「少子化対策についての提言」一般社団法人日本経済団体連合会（平成 21年 2月） 
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（４）これまでの対策が効果を上げなかったのは、結婚、出産に政府が関与することへ

の反発から、批判を受けにくい子育て支援策に力点が置かれたことが要因、との指

摘※４もある。 

※４：「止まらぬ少子化 家族築く楽しさ語ろう「衰退」の危機克服へ目標値を」（平成 26年

1月 3日産経新聞） 

 

（５）我が国の適正人口がどのくらいかという角度からの議論もあるが、適正人口の規

模にかかわらず、数値目標を設定し、対策を進めることは必要と考えられる。なお、

国民の希望を反映した出生率の水準をいち早く実現する等、マイルストーンを設定

するという考え方※５もある。 

なお、2010年の平均理想子ども数は 2.42人、平均予定子ども数は 2.07人である

一方、同年の合計特殊出生率は 1.39にとどまっており※６、全国的に子どもの数の

理想と現実のギャップがあることがうかがえる。 

※５：参議院調査室資料「我が国の人口減少はいつまで続くのか」(2007年 9月「立法と調査」）

では、国民の希望を反映した出生水準‐2040年で合計特殊出生率 1.75－を実現し、さら

に国民が希望する子ども数自体が増加するような社会の実現に努める必要があると指摘

している。 

※６：国立社会保障・人口問題研究所編 2012年「第 14回出生動向基本調査 結婚と出産に

関する全国調査 夫婦調査の結果概要」 

（６）東京商工会議所※７は、「国民の結婚や出産が希望どおりに実現した場合の合計特

殊出生率である 1.75程度※８と、我が国の人口を維持するために必要な合計特殊出

生率である 2.07をマイルストーンとして掲げながら、短期、中期、長期、超長期

の施策を組み合わせ、達成時期を明確にして、総合的に取り組むことが不可欠であ

る。」としている。 

※７：「合計特殊出生率 2.07に向け、国の総力を挙げて取り組みを」東京商工会議所（平成

25年 5月 9日） 

    ※８：厚生労働省 平成 19年 第 3回社会保障審議会 人口構造の変化に関する特別部会「潜

在出生率に基づく仮定人口試算の仮定値等について」国民の結婚（約 9割が希望）や

出産（2.0人以上を希望）が希望どおりに実現した場合の合計特殊出生率は 1.75程度

と試算されている 
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２ 数値目標の主な設定方法とそのメリット・デメリット 

このような考えのもと、必要とされる数値目標の主な設定方法とそのメリットや

デメリットについて下表のとおり整理した。 

表：数値目標の主な設定方法とメリット・デメリット 

主な設定方法 メリット デメリット 

【Ａ案】 
総合的なアウトカム指標 

例：合計特殊出生率 
   
 

○政府の危機感や少子化対策へ
の覚悟・本気度が国民に伝わ
り、機運の醸成につながるとと
もに、目標値に向かって、国、
地方、企業等が一丸となって取
組を進めることが期待される。 

○国民にとって、少子化対策の成
果や進捗状況がわかりやすい。 

○進捗状況の評価を行う
際、１つの総合的なアウ
トカム指標だけでは個々
の取組の検証が困難。 

○説明の仕方によっては、
女性に出産を押し付ける
ようなメッセージと受け
取られかねない。 

【Ｂ案】 
総合的なアウトカム指標 
    ＋ 
総合的なアウトカム指標を補
足するような幾つかの指標 

例：〇合計特殊出生率 
     + 
  〇待機児童数 
  〇男性育児休業取得率 
  〇生涯未婚率 
   ・・・ 

○政府の危機感や少子化対策へ
の覚悟・本気度が国民に伝わ
り、機運の醸成につながるとと
もに、目標値に向かって、国、
地方、企業等が一丸となって取
組を進めることが期待される。 

○国民に対して、少子化対策の個
別の取組の成果や進捗状況を
示すことが可能。 

○合計特殊出生率等の目標
を設定することから、説
明の仕方によっては、女
性に出産を押し付けるよ
うなメッセージと受け取
られかねない。 

○設定する指標の数が多く
なると、少子化対策の最
終的なゴールが見えにく
い。 

【Ｃ案】 

定性的な目標のみを設定 

※総合的なアウトカム指標

（数値目標）は設定しない 

例：○希望と現実とのギャップを埋める 
○社会保障制度が持続可能となる水準 

○女性に出産を押し付けるよう
なメッセージにはならない。 

○政府の危機感や少子化対
策への覚悟・本気度が国
民に伝わりにくい。 

○国民には、少子化対策の成
果や進捗状況が見えにく
い。 

 

３ 留意事項 

  数値目標の設定にあたっては、次の点に留意することも重要である。 

（１）国においては、過去に合計特殊出生率等の目標値を挙げたケースはないか調査す

るとともに、海外で数値目標を設定している事例、その政策及び成果等について調

査し、明らかにする必要がある。 

（２）少子化は複雑に要因が絡み、地域によって課題も異なることから、個別の指標と

総合的なアウトカム指標との間での指標間の因果関係は明確にならないとの考え

方もある。 

（３）様々な取組は、結婚したい人が結婚でき、子どもを産みたい人が安心して産み育

てられるように取り組むべきものである。従って、女性に出産を押し付けるといっ

た誤ったメッセージと受け取られないよう、目標設定の考え方等について、丁寧に

説明する必要がある。 

2.07人口置換水準 
1.75国民の希望反映水準 
1.6 OECD平均 
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参考資料１ 各県の目標値 

秋田県 山形県 長野県 石川県 大分県 宮崎県 佐賀県 

 

年間 

出生数 

8,000 人 

 

1.50 (H23) 

↓ 

1.70 (H28) 

 

1.50(H23） 

↓ 

1.54(H29） 

 

1.43（H23） 

↓ 

1.50（H27） 

 

全国トップ 

レベルに 

 

1.60（H20） 

↓ 

1.70（H26） 

 

2017 年まで

に 2011 年 

より 0.1％増

(1.71) 

※各都道府県のホームページ等から三重県が調査[平成 25 年 10 月調査] 

※三重県も数値目標の設定を「三重県少子化対策推進県民会議（仮称）」等で検討 

 

 

参考資料２ 公益財団法人世界平和研究所『「出生率＝2」を目標にした異次元の少子化

対策政策を』（2014年 1月）抜粋 

少子化対策が議論される際には、「保育園の待機児童ゼロ」とか「育児休業の充実」

等個別の政策がよく挙げられます。ただ、本レポートで最も言いたいことは、個別政

策の前に、「出生率を2 にする」という「政策のゴールを明確にする」ということで

す。そして、「政策のゴール」に達するまで、考え得る政策を実行していくことが重

要です。本年、日本銀行では、黒田総裁のもと、「消費者物価上昇率を前年比2％と

する物価安定の目標を定め、そのために量・質ともに次元の異なる金融緩和を行う」

との「異次元の金融緩和」に取り組み始めました。少子化対策においても、日銀の異

次元の金融緩和と同様に、「目標に到達するまでは対策を継続する」との「異次元の

少子化政策」に取り組むべきです。そうしない限りは、少子化対策を行っても、結局

は人口の減少に歯止めがかからない懸念が強いといえます。日本銀行の異次元の金融

緩和は、デフレが前提となってしまっている国民の「期待」に対して働きかけること

により、デフレからの脱却を試みる取り組みです。同様に、「異次元の少子化政策」

は、少子化が前提となってしまっている国民の「期待」に働きかけて少子化から脱却

しようとするものです。「政府は少子化対策と言っているけれど本気ではない」と国

民に受け取られないように取り組むことが必要です。そのためには、短期で政策が変

更されることは避けるべきであり、「仮に政権が代わっても少子化政策だけは継続さ

れる」との信頼を国民から得ることが重要ですし、「子供は国の宝」とのコンセンサ

スを広く作っていくことが重要です。（･･･中略･･･） 

「合計特殊出生率＝2 の実現」という政策の「最終目標」に対して、その「中間目

標」として「生涯未婚率（50 歳時点での未婚率）を男性10％、女性5％とする」こと

を設定することも有効かと考えられます。こうした目標を国民と共有し、「子供は国

の宝」との意識のもとで、「未婚率の引き下げ」と「出生率の引き上げ」を車の両輪

として少子化対策に取り組むべきと考えます。 
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参考資料３ 日本経済団体連合会：少子化対策についての提言（2009.2.17）抜粋 

これまで累次の計画や報告が出されてきたにもかかわらず、少子化の歯止めにつな

がらなかった原因は、わが国の少子化対策において、  

 (i)具体的な政策目標、 

 (ii)対策メニューと政策目標の関連性の検証と進捗状況の評価、 

 (iii)施策の集中化と継続的に施策を展開する財政投入、 

 の 3点を欠いていたことにある。いわば、「目的地と進路の定まらぬ海路を燃料補給

のあてなく進む船」に似た状態であり、政府が少子化対策に本気で取り組む姿勢が見

えない。こうした事態を解消するために、今後の対策立案と推進にあたっては、ＰＤ

ＣＡサイクルの確立、実行に向け、以下の視点が必要不可欠である。 

  ア）政策目標の設定  

    少子化対策の政策目標として、例えば国民の結婚・出産の希望がかなった場合の

合計特殊出生率（1.75）を掲げ、希望が実現できる環境整備が図られているか評価

する目安をもつこと  

イ）進捗状況の評価  

    これまで少子化対策の進捗状況は、保育所の定員増や設置箇所数の伸びなどのア

ウトプットの数字で評価されてきた。こうした評価に加え、実際にサービスの利用

者（あるいは将来の利用者）の 満足度や期待値が高まり、結婚、出産・育児への

意識につながったかどうか把握できる指標と、恒常的に政策評価を実施する仕組み

を設けること  

 ウ）施策の重点化と集中的展開  

  少子化対策は多様な施策が関連することから、これまでの計画では少子化対策と

して掲げる対象範囲が拡大する傾向にあった。今後は、施策の中でも、出産・子育

てを積極的に捉えられる環境づくりに向けて効果の高い施策に重点的に取り組み、

思い切った財政投入を行うこと  
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