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平成２６年５月１５日 

「少子化危機突破タスクフォース（第２期）」第４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 

 

 

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、現在の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。 

このような状況を踏まえ、政府の経済財政諮問会議専門調査会「選択する未来委員

会」は、「国民の希望どおりに子どもを産み育てることができる環境をつくることに

よって、人口が 50 年後においても１億人程度の規模を有し、将来的に安定した人口

構造を保持する国であり続けることを目指していく」※２とまとめている。 

※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：平成 26 年 5 月 13 日「未来への選択」(案)【これまでの議論の中間整理】。 

この中で、「2030 年に合計特殊出生率が 2.07 まで上昇した場合、総人口に占める年齢階層

別の割合は、2060 年には、20 歳未満 20.7％、20-64 歳 46.3％、65 歳以上 33.0％になり、年

齢階層数とほぼ等しくなって著しい不均衡は解消すると推計される。」とも記載されている。 

 

 

１ 政策目標の設定について 

国は、結婚や出産・子育てについては個人の考え方や価値観が尊重されることを

大前提とした上で、国民が「安心して結婚し、妊娠・出産・子育てができる」と期
待が持てるよう、できうる限りの少子化対策を講じることが重要である。 
少子化対策を長期的に取り組むべき重点的な政策課題と位置づけた上で、その本

気度を国民に伝えるために、少子化対策に関するわかりやすい政策目標を設定する
ことが必要であり、政策目標に基づいて、ＰＤＣＡサイクルを回し、政府の取組の
進捗状況や達成度合いを「見える化」するための仕組みも同時に設ける。このこと
により、政策目標があくまでも個人ではなく政府の目標であることを示す。 
いずれにしても、こうした議論にあたっては、個人の価値観に踏み込むような趣
旨ではない旨を国民に対して丁寧に説明していく必要がある。 
   

資料３－３ 
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２ 地方行政の状況 

地方においては、少子化対策に関して、既に１９の道府県※３で総合的な数値目標
を設定して、地域で実施可能な様々な取組を進めている。 
少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化や晩産化には、若者の不安定な雇用情

勢が大きく関与しているといわれており、こうした雇用政策をはじめとする少子化

対策については地方だけで取り組むには限界がある。 

少子化対策を充実・強化し、国と地方等が一体となって取組を進めていくために
も、国における政策目標の設定が求められる。 

 ※３：北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、長野、静岡、京都、
兵庫、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎（平成 26 年 4 月三重県少子化対策課調べ。4頁参照） 

     三重県においても「三重県少子化対策推進県民会議（仮称）」の場等で検討予定。 

 
 

３ 具体的な数値目標の設定に関する検討 

（１）目標設定のみではなく、出生率を反転させたフランス※４のように、少子化対策
の基本原則や理念等を併せてはっきり打ち出すことが重要ではないか。 

（※４：フランスのシラク３原則と呼ばれる基本原則） 

１．子どもを持っても新たな経済的負担が生じないようにする。 

２．無料の保育所を完備する。 

３．育児休暇から女性が職場復帰する際、その 3年間ずっと勤務していたもの

とみなして企業は受け入れる。 

（基本原則や理念の例※５） 

   原則１：子どもを産む産まないは 100%女性が自由に決めるべき問題である。 

   原則２：子どもを何人持とうが就労には一切影響させない。 

   原則３：育児休暇中は人事評価を一切変動させない。 

   原則４：長時間労働を撲滅し、生産性を向上させる。 

 ※５：出口治明氏(ライフネット生命保険株式会社代表取締役会長兼 CEO)の提言（2014年 4月 30日）
から抜粋 
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（２）ＰＤＣＡサイクルを回し、取組の進捗状況や達成度合いを「見える化」するた

めには、総合的なアウトカム指標を補完する幾つかの取組目標を合わせて設定す
る必要があると考えられる。 

  総合的なアウトカム指標を補完する指標の例 

※「少子化危機突破のための緊急対策」（平成 25年 6月 7日少子化社会対策会議
決定）の内容やタスクフォースにおける議論からピックアップ 

   （結婚）生涯未婚率 

（妊娠・出産）年齢別出生率（ピークを医学的な妊娠適齢期に変化） 
男性を含む不妊治療の実績 

（子育て）保育所待機児童数 

男性の育児休業取得率 

  （働き方）女性の労働力率（いわゆる「Ｍ字カーブ」の解消） 

子育て世代・男性の長時間労働者の割合 

 

（３）出生数や合計特殊出生率などの総合的なアウトカム（成果）指標を設定するに

あたり、それらの持つメッセージ性について十分考慮する必要がある。 

仮に合計特殊出生率も設定する場合には、「結婚・出産の希望が叶う社会をつく

る」というメッセージを伝えるため、例えば、「出生率の回復基調を維持・加速さ
せ、国民の結婚や出産等に関する希望が叶った場合の出生率『希望出生率（仮称）』
を実現する」等とし、「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」社会をつくるために対策を講じるというメッセージをしっか

りと伝えていくことが重要と考えられる。 

 

 

４ 明確な位置づけ 

これらの目標や基本原則、さらに少子化危機突破タスクフォースが取りまとめる提

言の必要部分（高齢者と子どもに関する社会保障財源の配分見直し、少子化対策の財

源確保などを含む）について、「少子化社会対策大綱」に明記する必要がある。 
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北海道 ○ ○ H18の1.18を維持又は向上（H29) ほっかいどう未来創造プラン

青森 ○ ○ H20の1.30をH26に増加 わくわくあおもり子育てプラン

岩手 ○ ○ H22の1.39を維持（H26) いわて県民計画第２期アクションプラン

宮城 ○ ○ H29に1.40 宮城の将来ビジョン

秋田 ○ ○ H29に1.45 ○ H29に6,100人 第２期ふるさと秋田元気創造プラン

山形 ○ ○ H28年度までに1.70 第３次山形県総合発展計画短期アクションプラン

福島 ○ ○ 上昇を目指す ○ 増加を目指す うつくしま子ども夢プラン（後期行動計画）

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟 ○ ○ 向上させる 新潟県「夢おこし」政策プラン

富山 ○ ○ 上昇させる 富山県総合計画「新・元気とやま創造計画」

石川 ○ ○ H27年度末に1.50 石川県新長期構想（改定）いしかわエンゼルプラン2010

福井

山梨

長野 ○ ○ H29に1.54 ○ H29年度に推計値を600人上回る しあわせ信州創造プラン

岐阜

静岡 ○ ○ H29年度に２ 静岡県総合計画後期アクションプラン

愛知

三重 少子化対策推進県民会議（仮称）で議論予定

滋賀

京都 ○ ○ 5年で出生数2,000人増 未来っ子いきいき応援プラン 少子化対策条例化を検討予定

大阪

兵庫 ○ ○ 平成23～27年で24万人 新ひょうご子ども未来プラン

奈良

和歌山

鳥取
H26より少子化対策について条例
化し、今後目標を検討していく。

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡 ○ ○ 年間46,000人以上 出会い・子育て応援プラン後期計画

佐賀 ○ ○ H29に1.71 ○ H29に推計値を418人上回る 418（しあわせいっぱい）プロジェクト

長崎 ○ ○ H27に1.5 長崎県総合計画

熊本

大分 ○ ○ H26年度に全国トップレベル 新おおいた子ども・子育て応援プラン

宮崎 ○ ○ H26に1.70、H42に1.85 未来みやざき創造プラン

鹿児島

沖縄

計 19 16 7

その他（検討の方向性等）計画名
合計特殊出生率 出生数

都道府県
総合的な
目標設定
の有無

内訳

参考１：少子化対策に関する総合的な目標設定の都道府県別の状況 

 

図表：都道府県別の設定状況                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※三重県少子化対策課調べ（平成 26 年 4 月）  
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参考２：目標設定している都道府県の考え方等について 

 

○佐賀県古川知事（子育て同盟発足式にて H25.4.9） 

「子どもをつくる、つくらないは個人の自由で、他から強制されるものではない

が、自分の子であれ他人の子であれ、次の世代をつくる人たちが一定数いることで、

我々の社会は持続可能になる。佐賀県の合計特殊出生率（現在 1.61）を 2017 年ま

でに 1.71に上昇させるという目標を設定し、生まれてくる子どもの数を増やす、喜
びの数を増やすというイメージで取り組んでいく。」  

 
 
 

○山形県吉村知事（「日経グローカル」（首長インタビュー） H25.8.5） 

「本当なら 2.0以上にしないと人口は減るが、現実的な目標として 1.70に設定し

た。数値目標を掲げた理由は３つある。１つは県の取り組み姿勢を県民に伝えるこ

と、2つ目は意気込みを示して県職員や関係者の意識を変えること、3つ目は達成度

を明確にして評価をしやすくすること。」 
 
 

 

○京都府山田知事（H26.4.25 定例知事会見） 

「平成 26年度の執行体制について（５月１日実施）」の中で、「婚活から出産、子

育てまで、これまでの枠を越えた抜本的な少子化対策に総合的に取り組む庁内体制

の整備」を行うとし、５年後に 2,000人以上の出生数増加を掲げている。 
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参考３：「未来への選択」(案)【これまでの議論の中間整理】（経済財政諮問会議専門

調査会「選択する未来委員会」）（平成 26 年 5 月 13 日）抜粋 

 

１．人口：子どもを産み育てる環境の整備により 50 年後に１億人程度の人口保持 

 

(1) 抜本的少子化対策 

少子化の要因のひとつに、結婚できない若者が多いことが挙げられる。（中略）

若者が安心して結婚できる環境を整備していく必要がある。 

また、結婚した男女については、経済的な理由等から希望の子ども数を持てない

夫婦が多いという現状があり、まずは子どもを産み育てたい人の希望を阻害する要

因を除去し、それにより出生率を高めることが重要である。このため、子どもを持

つことによる新たな経済的負担を最小限に止めるという視点で、様々な制度・仕組

みを全面的に見直していく。 

夫婦の理想子ども数は平均で 2.4 人だが、現実は 1.7 人※１。その理想を実現で

きる環境を整えることが、出生率を２程度まで回復するためには必要である。第二

子、第三子を産み育てやすい環境を実現するため、第三子以降の出産・育児・教育

への傾斜支援など、これまでの延長線上にない少子化対策を推進していく。 

出産・子育て支援も社会保障の柱という認識を改めて共有すべきである。資源配

分の重点を高齢者から子どもへと大胆に移し、出産・子育て支援を倍増させるなど

により、出生率の回復に成功した諸外国に倣って充実する※２。出産・子育て支援の

費用は、次世代につけ回しをせず、現世代で負担していく。 

 

(2) 子どものための政策推進と意識変革 

少子化対策を出産・子育て支援よりも広がりのある切れ目のない支援に拡張して

いくとともに、従来からの少子化対策の枠組みにとらわれることなく、様々な分野

の政策を子どものための政策という視点から見直し、子どものための政策は未来へ

の投資と位置付けて積極的に拡充を図っていく。 

また、子どもを産み育てたい人の希望を阻害する要因につながっている人々の意

識や価値観（例えば、企業の有期契約労働者等のことを「非正規」社員と呼ぶ価値

観、男性であることが暗黙裡に有利に働く企業文化、制度はあっても育児休業等を

取りづらい風潮等）が変わっていくよう、危機意識の共有を広げる。 

 

１
 国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（夫婦調査）」による。 

２ 0 OECD の社会支出統計（Social Expenditure Database）では、2009 年度の家族関係社会支出（子育て支援と

して制度に基づき行われる現金給付及び現物給付の合計）対GDP 比は、スウェーデン3.8％、フランス3.2％、

OECD 平均2.3％に対し、日本は0.96％。なお、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2011 年度の家族関

係社会支出対GDP 比は1.35％。 
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参考４：「ストップ少子化・地方元気戦略」日本創成会議・人口減少問題検討分科会

（平成 26 年 5 月 8 日）抜粋 

 

１．第一の基本目標 

国民の『希望出生率』を実現する。 

（１）「希望出生率」を踏まえた基本目標の設定 

①「国民の希望が叶った場合の出生率（希望出生率）を実現すること」を第一の

基本目標に置き、その実現のため、結婚をし子どもを産みたい人の希望を阻害

する要因（希望阻害要因）を除去することに取り組む。 

※「希望出生率」はあくまでも政策が適切かどうかの「評価指標」として 

活用すべきで、国民に押し付けたりするようなことがあってはならない。 

 

②現時点の「希望出生率」としては、合計特殊出生率（出生率）=1.8の水準が想

定される。これを踏まえ、10年後の2025年を目処に「出生率＝1.8を実現するこ

と」を基本目標とする。 

○直近の平成 22年出生動向調査結果において夫婦の「理想の子ども数」は平 

均 2.42人、「予定子ども数」は平均 2.07人であること、独身者（女性）の結

婚希望率が 89.4％、「理想の子ども数」が 2.12人であることなどを踏まえ、
以下の方式で算出した。 

希望出生率＝ 

〔既婚者割合×夫婦の予定子ども数＋未婚者割合×未婚結婚希望割合×理想子ども数〕×離別等効果 

1.8 ≒（34%×2.07人）＋（66％×89％×2.12人）×0.938  

○現在日本で最も出生率が高い沖縄県で出生率=1.8～1.9であり、OECD諸国の 

半数は出生率=1.8を超えている。また、スウェーデンでは1999年から2010年

の11年間で出生率は1.50から1.98まで約0.5ポイント上昇したことなどを勘

案すれば、この基本目標は、困難は伴うが実現不可能ではない。そのカギを

握るのは、後述するように「20歳代の結婚・出産動向」である。 

 

③「基本目標」は、今後の出生動向を踏まえ、目標となる水準・時期を再検討し、

出生率=2.1を視野に置きながら設定し直す。 

○今後、対策が効果をあげ出生率が着実に向上していった場合は、基本目標を

再設定することが適当である。その際には、将来において人口を安定的に維

持できる水準である「人口置換水準（出生率=2.1）」を視野に入れることが

考えられる。出生率=2.1は、夫婦の平均理想子ども数が2.42人であることな

どを考慮すると、国民の希望という点で長期的には視野に置きうる水準と言

える。 
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