
１ 検討の経緯

「少子化社会対策大綱」（以下「大綱」とい
う。）は、少子化社会対策基本法１第７条に
基づく総合的かつ長期的な少子化に対処する
ための施策の指針であり、これまで2004年
６月、2010年１月２、2015年３月に策定され
てきた。
2015年３月に策定された大綱において、

「おおむね５年後を目途に見直しを行う」こ
ととされたことを受け、大綱策定から５年目
となる2019年２月に、内閣府特命担当大臣
（少子化対策）の下、有識者による「第４次
少子化社会対策大綱策定のための検討会」を
発足させ、新たな大綱の策定に向けた議論を
開始した。同検討会は、７回にわたる幅広い
関係者からの意見聴取や議論を経て、2019
年12月に「第４次少子化社会対策大綱の策
定に向けた提言」を取りまとめた。政府で
は、この提言を真摯に受け止め、総合的な見
地から検討・調整を図るとともに、広く国民
から意見を聴いた上で、2020年５月に新た
な大綱を策定した３。

２ 新たな少子化社会対策大綱
の策定

（１）深刻さを増す少子化
2019年の出生数は90万人を割り込み、「86
万ショック」とも呼ぶべき状況。合計特殊出
生率も1.36と前年から0.06低下した。危機的
な少子化の進展が浮き彫りになる中、深刻さ
を増す少子化の問題は、社会経済に多大な影
響を及ぼし、新型コロナウイルス感染症を乗

り越えた先にも存在し続ける国民共通の困難
である。この困難に真正面から立ち向かい、
子供や家族が大事にされる社会への転換が急
務である。

（２）新たな大綱における主な施策
少子化の背景には、核家族化の進展など家
族を取り巻く環境の多様化や、個々人の結婚
や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要
因が絡み合っている。
こうした少子化の問題に取り組むための基
本方針となる新たな大綱では、基本的な目標
として「希望出生率1.8」の実現を掲げ、そ
のための具体的な道筋として、結婚支援、妊
娠・出産への支援、男女共に仕事と子育てを
両立できる環境の整備、地域・社会による子
育て支援、多子世帯への支援を含む経済的支
援など、ライフステージに応じた総合的な少
子化対策に大胆に取り組むこととしている。

新たな大綱においては、具体的に、以下の
施策などを盛り込んでいる。

結婚支援
・地方公共団体が行う、出会いの機会・場の
提供、結婚に関する相談・支援や支援者の
養成、ライフプランニング支援などの総合
的な結婚支援の一層の取組を支援する。そ
の際、広域的な自治体間連携、AIを活用
したシステムと相談員による相談を組み合
わせた結婚支援等を促進する。また、結婚
に伴う新生活のスタートアップに係る経済
的負担を軽減することで、結婚の後押しを
する。加えて、結婚支援に取り組むNPO
を始めとする民間団体との連携強化を図

１　「少子化社会対策基本法」（平成15年法律第133号）
２　「子ども・子育てビジョン」として策定。
３　「少子化社会対策大綱」（2020年５月29日閣議決定）

第２節	 	新たな少子化社会対策大綱の策定	
～新しい令和の時代にふさわしい少子化対策へ～【特集】
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る。これらの取組に当たっては、結婚は個
人の自由な意思決定に基づくものである点
に十分留意する。

妊娠・出産への支援
（不妊治療への支援）
・不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、
高額の医療費がかかる不妊治療（体外受
精、顕微授精）に要する費用に対する助成
を行うとともに、適応症と効果が明らかな
治療には広く医療保険の適用を検討し、支
援を拡充する。そのため、まずは2020年
度に調査研究等を通じて不妊治療に関する
実態把握を行うとともに、効果的な治療に
対する医療保険の適用の在り方を含め、不
妊治療の経済的負担の軽減を図る方策等に
ついての検討のための調査研究を行う。あ
わせて、不妊治療における安全管理のため
の体制の確保が図られるようにする。

（妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援）
・安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を
支援するため、成育基本法１を踏まえ、妊
娠期から子育て期までの切れ目ない支援体
制の充実に取り組む。
・特に、妊娠期から子育て期にわたるまでの
様々なニーズに対して総合的相談支援を提
供するワンストップ拠点（子育て世代包括
支援センター）の整備を図る。また、2019
年に成立した母子保健法改正法２を踏まえ、
出産後の母子に対して、心身のケア等を行
う産後ケア事業について、2024年度末ま
での全国展開を目指す。このほか、産前・
産後サポート事業の実施を図る。

男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整
備
（男性の家事・育児参画の促進）
・男性の育児休業取得率を2025年に30％と
する目標に向けて、労働者に対する育児休
業制度等の個別の周知・広報や、育児のた
めに休みやすい環境の整備、配偶者の出産
直後の時期の休業を促進する枠組みの検討
など、男性の育児休業取得や育児参画を促
進するための取組を総合的に推進する。
・2020年の雇用保険法３改正により、子を養
育するために休業した労働者の雇用と生活
の安定を図るための給付と位置付けられた
育児休業給付について、上述の男性の育児
休業の取得促進等についての総合的な取組
の実施状況も踏まえつつ、中長期的な観点
から、その充実を含め、他の子育て支援制
度の在り方も併せた効果的な制度の在り方
を総合的に検討する。

（待機児童解消）
・就労希望者の潜在的な保育ニーズに対応
し、就労しながら子育てしたい家庭を支え
るため、「子育て安心プラン」４に基づき、
2020年度末までに待機児童解消を図り、
女性就業率８割に対応できるよう、約32
万人分の保育の受け皿を確保する。
・2021年度以降の保育の受け皿確保につい
て、必要な者に適切な保育が提供されるよ
う、第２期市町村子ども・子育て支援事業
計画における「量の見込み」の結果等を踏
まえ検討するとともに、各地方公共団体の
特性に応じたきめ細かな支援を行う。

地域・社会による子育て支援
・「子ども・子育て支援新制度」を着実に実
施し、実施主体である市町村が住民のニー
ズを把握した上で、地域の実情に応じて子

１　「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推
進に関する法律」（平成30年法律第104号）

２　「母子保健法の一部を改正する法律」（令和元年法律第69号）
３　「雇用保険法」（昭和49年法律第116号）
４　「子育て安心プラン」（2017年６月公表）
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ども・子育て支援の充実を図る。また、そ
の更なる「質の向上」（職員の配置改善等）
を図るため、消費税分以外も含め、適切に
財源を確保していく。
　　保護者の就業形態や就業の有無等にかか
わらず、子育て家庭の多様なニーズに対応
する、多様な保育・子育て支援を提供し、
地域の実情に応じてそれらの充実を図る。
特に、幅広いニーズが見込まれる一時預か
り事業やファミリー・サポート・センター
事業、広く地域に開かれた施設である認定
こども園や地域子育て支援拠点などにおけ
る子育て支援の一層の強化を図る。また、
病児保育をはじめ多様な保育について、地
域の実情に応じてそれらの充実を図るとと
もに、保育を希望する保護者がニーズに
あった保育につながるよう、相談対応や情
報提供等、保護者に寄り添った支援を行
う。さらに、保育施設への送迎や、保育施
設の開始前・終了後の子供の預かりなど、
地域におけるきめ細かな子育て支援を推進
する。あわせて、子育て家庭の負担軽減に
資するよう、家事の負担を軽減する商品や
サービスを積極的に活用できる環境づくり
を推進する。

多子世帯への支援を含む経済的支援
（児童手当）
・児童手当について、多子世帯や子供の年齢
に応じた給付の拡充・重点化が必要との指
摘も含め、財源確保の具体的な方策と併せ
て、子供の数や所得水準に応じた効果的な
給付の在り方を検討する。

（高等教育の修学支援）
・高等教育の修学支援新制度について、少子
化対策として実施していることに鑑み、そ
の成果や実施状況を踏まえ、多子世帯に更
に配慮した制度の充実を検討する。

（幼児教育・保育の無償化）
・2019年10月から実施されている、３歳か
ら５歳までの子供及び０歳から２歳までの
住民税非課税世帯の子供についての幼稚
園、保育所、認定こども園等の費用の無償
化を着実に実施する。

さらに、新型コロナウイルス感染症は、安
心して子供を生み育てられる環境整備の重要
性を改めて浮き彫りにしており、非常時の対
応にも留意しながら、事態の収束後に見込ま
れる社会経済や国民生活の変容も見通しつ
つ、取組を進めることとしている。
新たな大綱に基づく施策の具体化に速やか
に取り組み、個々人の結婚や出産、子育ての
希望の実現を阻む隘路の打破に強力に取り組
んでいく。
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３ 新たな少子化社会対策大綱
（概略）

新たな大綱の概略を以下に述べる。

（１）はじめに
（深刻さを増す少子化）
我が国の少子化の進行、人口減少は深刻さ
を増している。第２次ベビーブーム世代（い
わゆる団塊ジュニア）が40代後半になる中、
2019年の出生数（概数）は86万5,234人と過
去最少を記録し、いわば「86万ショック」
とも呼ぶべき状況となった。出生数の減少は
予想を上回るペースで進んでおり、一旦は
1.45まで回復した合計特殊出生率もここ数年
減少傾向にある。出生数の減少と死亡数の増
加を背景に、我が国の総人口は、2008年を

ピークに減少局面に入っている。
少子化の進行は、人口（特に生産年齢人
口）の減少と高齢化を通じて、労働供給の減
少、将来の経済や市場規模の縮小、経済成長
率の低下、地域・社会の担い手の減少、現役
世代の負担の増加、行政サービスの水準の低
下など、結婚しない人や子供を持たない人を
含め、社会経済に多大な影響を及ぼす。時間
的な猶予はない。今こそ結婚、妊娠・出産、
子育ての問題の重要性を社会全体として認識
し、少子化という国民共通の困難に真正面か
ら立ち向かう時期に来ている。

（少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化と、
有配偶出生率の低下）
少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化と、
有配偶出生率の低下であり、特に未婚化・晩

 第1-2-5図 少子化社会対策大綱のポイント

 新たな「少子化社会対策大綱」を、2020年５月29日に閣議決定。
 基本的な目標として「希望出生率1.8」の実現を掲げ、目標実現のための具体的な道筋を示す狙い。

少子化社会対策大綱のポイント

 2019年の出生数（概数）は86万5,234人と過去最少（「86万ショック」）
 少子化の進行は、人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼす、国民共通の困難
 少子化の背景にある、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む隘路の打破に強力に取り組む必要

背景

 新型コロナウイルスの流行は、安心して子供を生み育てられる環境整備の重要性を改めて浮き彫りにした
 非常時の対応にも留意しながら、事態の収束後に見込まれる社会経済や国民生活の変容も見通しつつ、総合的な少子化対策
を進める

新型コロナウイルス

 「希望出生率1.8」の実現に向けて、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を大胆に進める

 更に強力に少子化対策を推し進めるために必要な安定財源の確保について、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、幅広く検討を進める

結婚支援

地方公共団体が
行う総合的な結
婚支援の一層の
取組を支援
結婚に伴う新生
活のスタート
アップに係る経
済的負担を軽減

仕事と子育ての両立
＜男性の家事・育児参画促進＞
男性の育休取得30％目標に
向けた総合的な取組の推進

＜育児休業給付＞
上記取組の推進状況を踏まえ、
中長期的な観点から、その充
実を含め、効果的な制度の在
り方を総合的に検討

＜待機児童解消＞
保育の受け皿確保

地域・社会による
子育て支援

保護者の就業の有無等にか
かわらず多様なニーズに応
じて、全ての子育て家庭が、
それぞれが必要とする支援
にアクセスでき、安全かつ
安心して子供を育てられる
環境を整備

経済的支援
＜児童手当＞

財源確保の具体的な方策と併せて、
子供の数や所得水準に応じた効果
的な給付の在り方を検討
＜高等教育の修学支援＞

多子世帯に更に配慮した制度の
充実を検討
＜幼児教育・保育の無償化＞

昨年10月からの無償化を着実に
実施

妊娠・出産への支援
＜不妊治療＞

不妊治療の費用助成を行
うとともに、適応症と効
果が明らかな治療には広
く医療保険の適用を検討
し、支援を拡充
＜切れ目のない支援＞

産後ケア事業の充実等

主な施策

【結婚しない理由】
男女とも「適当な相手に
めぐり会わない」が最多

【理想の子供数を持たない理由(理想1人)】
欲しいけれどもできないから（74.0％）
高年齢で生むのはいやだから（39.0％）

【理想の子供数を持たない理由(理想3人)】
子育てや教育にお金がかかりすぎるから（69.8％）

【夫の休日の家事・育児時間別にみた第2子以降の出生割合】
家事・育児時間なし：10.0％ ６時間以上：87.1％
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婚化（若い世代での未婚率の上昇や、初婚年
齢の上昇）の影響が大きいと言われている。
その背景には、経済的な不安定さ、出会い
の機会の減少、男女の仕事と子育ての両立の
難しさ、家事・育児の負担が依然として女性
に偏っている状況、子育て中の孤立感や負担
感、子育てや教育にかかる費用負担の重さ、
年齢や健康上の理由など、個々人の結婚や出
産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が
複雑に絡み合っている。
こうした状況を受け、これまでも幼児教
育・保育の無償化や高等教育の修学支援な
ど、子育て支援を拡充してきたところである
が、新たな大綱では、引き続き今行っている
施策の効果を検証しつつ、こうした希望の実
現を阻む隘路の打破に強力に取り組み、個々
人の希望の実現を後押しするとともに、結
婚、妊娠・出産、子育てに希望を持つことが
できる環境づくりに取り組むことで、多くの
人が、家族を持つことや、子供を生み育てる
ことの喜びや楽しさを実感できる社会をつく
る必要があるとしている。

（長期的な展望に立って、総合的な少子化対
策を大胆に進める）
少子化は今この瞬間も進行し続けており、
少子化への対応は遅くなればなるほど、将来
への影響が大きくなる。したがって、早急に
取組を進めることが必要である。一方で、少
子化対策は、その効果が表れるまでに一定の
時間を要する。新たな大綱では、少子化の進
展に歯止めをかけるため、長期的な展望に
立って、必要な安定財源を確保しながら、総
合的な少子化対策を大胆に進めていくことが
必要であるとしている。

（諸外国の取組に学び、長期的な少子化対策
を実践する）
フランスやスウェーデンは、出生率が一時

期1.5～1.6台まで低下したが、国民負担を求
めながら、経済的支援を含む子育て支援策の
充実や仕事と育児の両立支援策など、長期間
にわたり継続的かつ総合的な取組を進めてき
たことにより、2000年代後半には2.0前後ま
で回復し、現在も比較的高い出生率を維持し
ている。また、日本同様、長期間出生率が低
迷していたドイツでも、男女の家事育児負担
の平等化と女性の職場復帰を促したことによ
り、近年出生率の回復が見られ始めている。
一方、アメリカは、1990年代から2000年代
にかけて2.0前後の高い出生率を維持してき
たが、近年出生率が漸減している。
新たな大綱では、長期的な少子化対策を実
践していく際には、こうした諸外国の取組を
研究し、社会経済や国民負担の在り方の差異
に留意しつつ、どのような施策が効果的で優
先されるべきかという観点から、我が国の少
子化対策を検討し、できることから速やかに
着手することも重要であるとしている。

（新型コロナウイルス感染症への対応）
新型コロナウイルス感染症の流行は、結
婚、妊娠・出産、子育ての当事者にも多大な
影響を与えており、安心して子供を生み育て
られる環境を整備することの重要性を改めて
浮き彫りにした。
こうした状況に対応するため、非常時の対
応として、「新型コロナウイルス感染症対策
の基本的対処方針」１や「新型コロナウイル
ス感染症緊急経済対策」２などに基づき、学
校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整
備、子育て世帯への臨時特別給付金の支給、
妊産婦に対する感染対策の徹底や妊娠中の女
性労働者に配慮した休みやすい環境整備、子
どもの見守り体制の強化、電話やオンライン
も活用した妊産婦や乳幼児に対する相談支援
や保健指導、テレワークの強力な推進等に、
関係機関と協力して取り組むとともに、今後

１　「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（2020年３月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）
２　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（2020年４月20日閣議決定）
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も事態の推移を見極め、必要に応じて柔軟に
対応する。あわせて、新たな大綱の推進に当
たっては、平常時と併せて非常時の対応にも
留意しながら、事態の収束後に見込まれる社
会経済や国民生活の変容も見通しつつ、テレ
ワークを始めとする多様で柔軟な働き方の推
進、地域における子育て支援の充実、男性の
家事・育児参画の促進、地方創生と連携した
取組の推進等に総合的に取り組んでいくこと
としている。

（２）少子化対策における基本的な目標
新たな大綱では、一人でも多くの若い世代
の結婚や出産の希望をかなえる「希望出生率
1.8」の実現に向け、令和の時代にふさわし
い環境を整備し、国民が結婚、妊娠・出産、
子育てに希望を見出せるとともに、男女が互
いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択によ
り、希望する時期に結婚でき、かつ、希望す
るタイミングで希望する数の子供を持てる社
会をつくることを、少子化対策における基本
的な目標としている。
このため、若い世代が将来に展望を持てる
ような雇用環境の整備、結婚支援、男女共に
仕事と子育てを両立できる環境の整備、地
域・社会による子育て支援、多子世帯の負担
軽減など、「希望出生率1.8」の実現を阻む隘
路の打破に取り組むこととしている。
もとより、結婚、妊娠・出産、子育ては個
人の自由な意思決定に基づくものであり、
個々人の決定に特定の価値観を押し付けた
り、プレッシャーを与えたりすることがあっ
てはならないことに十分留意する。

（３）基本的な考え方　～新しい令和の時代
にふさわしい少子化対策へ～
新たな大綱では、若い世代が結婚や子供に
ついての希望を実現できる社会をつくり、
「希望出生率1.8」を実現するため、次の５つ
の基本的な考え方に基づき、社会情勢の変化
等を踏まえた、令和の時代にふさわしい当事
者目線の少子化対策を進めていくこととして

いる。そして、新たな大綱の推進に当たって
は、将来の子供たちに負担を先送りすること
のないよう、安定的な財源を確保しつつ、有
効性や優先順位を踏まえ、できることから速
やかに着手することとしている。
このほか、ライフステージ（結婚前、結
婚、妊娠・出産、子育て）ごとに施策の方向
性を整理している。

①�結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描
ける環境をつくる
全ての結婚・子育て世代が、どのようなラ
イフスタイルを選択しても将来にわたる展望
を描けるよう、環境を整えていくことが必要
である。
若い世代の非正規雇用労働者の未婚率は、
特に男性で正規雇用に比べて顕著に高くなっ
ており、雇用の安定を図り経済的基盤を確保
することが重要である。
また、女性就業率の上昇に伴い、共働き世
帯が増加している。女性活躍の推進、価値観
の多様化などを背景に、子育てしながらキャ
リアアップを目指す女性や、家事・育児に関
わりたいという男性も増えつつある。一方
で、妻が正規雇用の世帯は全体の３分の１弱
であり、子育て世代の男性は長時間労働者の
割合が高い。家事・育児の負担については、
就業形態や就業の有無にかかわらず、依然と
して女性に偏っており、女性一人が育児をす
るいわゆる「ワンオペ育児」の状況もある。
このため、家庭内における子育て等にかか
る負担の軽減を図りつつ、結婚・子育て世代
の男女が、制度的な制約によりライフスタイ
ルの選択の幅が狭められることのないよう、
男女共にキャリアとライフイベント双方につ
いて展望を描ける環境を整備していく。性別
役割分業を前提とした働き方、暮らし方を見
直すことにより、経済的基盤の安定を図り、
ワーク・ライフ・バランスを確保し、多様な
ライフスタイルを可能にしていく。就業形態
や就業の有無にかかわらず、結婚、妊娠・出
産、子育てについて、男女が共に担うべき共
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通の課題にしていく。

＜重点課題＞
・若い世代が将来に展望を持てる雇用環境等
の整備（経済的基盤の安定）
・結婚を希望する者への支援（地方公共団体
による総合的な結婚支援の取組に対する支
援等）
・男女共に仕事と子育てを両立できる環境の
整備（保育の受け皿整備、育児休業や育児
短時間勤務などの両立支援制度の定着促
進・充実など）
・子育て等により離職した女性の再就職支
援、地域活動への参画支援（学び直し支援
など）
・男性の家事・育児参画の促進
・働き方改革（働き方改革関連法１に基づく、
長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の
実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇
の確保など）と暮らし方改革（学校・園関
連の活動、地域活動への多様で柔軟な参加
の促進など）

②�多様化する子育て家庭の様々なニーズに応
える
核家族化の進展、共働き家庭の増加、地域
のつながりの希薄化など、家族の在り方や家
族を取り巻く環境が多様化している。ひとり
親家庭や再婚家庭など、家族の在り方は多様
であり、また、都市部への人口流入を背景
に、自分の生まれ育った地域以外で子育てを
する家庭や、不安や悩みを誰にも相談できず
孤立して子育てをする家庭も少なくない。
こうした状況の中で、子育てについての第
一義的責任を有する父母などの保護者が共に
支え合いながら子育てを行うこと、そしてそ
の家庭を社会全体でバックアップしていくこ
とにより、かつて家族や地域が担っていた子
育てを支える機能を、時代にふさわしい形で

再構築していくことの必要性が、これまでに
なく高まっている。
このため、子育て家庭における様々なニー
ズに対応するとともに、一人一人の子供が心
身ともに健やかに育つことができるよう、全
ての子育て家庭が、平常時・非常時を問わ
ず、それぞれが必要とする支援にアクセスで
き、安心して子供を生み育てられる環境を整
備する。
その際、在宅の子育て家庭、ひとり親家
庭、低所得の子育て家庭、障害児や医療的ケ
ア児を育てる家庭、多子世帯、多胎児を育て
る家庭、再婚家庭などに配慮する。
とりわけ、第３子以降を持ちたいとの希望
に関しては、子育て、教育、住居など様々な
面における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、多子
世帯に配慮し、様々な面での負担の軽減策を
推進する。
また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目
のない支援を行うとともに、行政の取組に加
え、NPOや活力・意欲あるシニア層などの
参画を促すことで、子育ての担い手の多様化
を進め、地域全体で子育て家庭を支えてい
く。
さらに、社会経済の構造的な変化を踏まえ
税制を検討するに当たっても、子育てやこれ
から家族を形成しようとする若い世代に重点
的に配慮していくことが重要である。

＜重点課題＞
・子育てに関する支援（経済的支援、心理
的・肉体的負担の軽減等）
・在宅子育て家庭に対する支援（一時預か
り、相談・援助等の充実）
・多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支
援（多子世帯に配慮した子育て、保育、教
育、住居など様々な面での負担の軽減策の
推進など）

１　「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律第71号）
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・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援（母子保健法改正を踏まえた産後ケア
事業の全国展開等）
・子育ての担い手の多様化と世代間での助け
合い（NPOやシニア層などの参画促進に
よる地域での子育て支援、三世代同居・近
居１しやすい環境づくりなど）

③�地域の実情に応じたきめ細かな取組を進め
る
都市や地方など地域によって少子化の状況
は大きく異なっており、その要因や課題にも
地域差がある。また、結婚、妊娠・出産、子
育ては、人々の暮らしそのものでもある。し
たがって、実効性のある少子化対策を進める
ため、住民に身近な存在である地方公共団体
が、地域の実情に応じ、結婚、妊娠・出産、
子育てしやすい環境の整備に取り組み、国が
そのような地方公共団体の取組を支援する。
また、少子化対策を進めることは、地方創
生の観点からも重要であることから、地方創
生と連携した取組を進めることが必要であ
る。したがって、地方公共団体の地方創生と
少子化対策の関係部局が一体的に施策の企
画・立案、実行を進めるよう促していく。加
えて、各地方公共団体における分野横断的な
地域特性の分析、地域の強みや課題の見える
化等を支援し、結婚・出産・子育てしやすい
環境の整備を促進する。
さらに、女性や若者の地方への移住・定着
を促進することは、将来にわたって「活力あ
る地域社会」を実現するために有効であるこ
とから、地域における女性や若者が活躍でき
る魅力的な雇用の創出や、働きやすい環境の
整備を促進する。

＜重点課題＞
・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組
に対する支援

・地方創生と連携した取組の推進（「地域ア
プローチ」による少子化対策の推進など）

④�結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい
社会をつくる
結婚、妊娠・出産、子育てというライフイ
ベントが生じたときに、周囲から温かく受け
入れられ、必要な支えを得られることは、何
よりも重要なことである。結婚、妊娠・出
産、子育てを大切にするという意識が社会全
体で深く共有され、行動に表れることで、当
事者の抱える不安や負担が軽減され、社会に
支えられているという実感を得られるように
なる。また、これから結婚・子育てをしよう
とする若い世代が、結婚や子供を生み育てる
ことに前向きなイメージを持てるようにな
る。あわせて、子供を大切にし、心身ともに
健やかな育ちを支えることは、一人一人の子
供の幸せはもとより、未来の担い手を育成す
ることにもつながる。
そのため、行政、地域、企業、NPO、様々
な世代に属する人、メディア、教育機関な
ど、社会を構成する多様な主体がそれぞれの
役割を果たしながら連携し、社会全体で、不
妊治療も含め妊娠・出産への理解を深めるた
めの情報発信を行うとともに、若い世代の結
婚の希望や子育てを応援する機運を高めてい
く。結婚や子育てを通して人生が豊かになっ
たと感じる人が増えるとともに、子供や家族
が大事にされる社会の実現に向けて、社会全
体で行動を起こしていくことが重要である。

＜重点課題＞
・結婚を希望する人を応援し、子育て世帯を
やさしく包み込む社会的機運の醸成（子育
て支援パスポート事業の普及・促進、「家
族の日」「家族の週間」等を通じた理解促
進など）
・妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出

１　居住形態としての隣居を含む。
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しやすい環境の整備
・結婚、妊娠・出産、子供・子育てに関する
効果的な情報発信

⑤�科学技術の成果など新たなリソースを積極
的に活用する
少子化は、今後、多くの国が直面する課題
であり、新技術を活用した少子化対策は、課
題先進国日本のチャンスにもなる。結婚に向
けたきめ細かい出会いの機会の提供や、子育
て世帯の負担軽減・利便性向上等に向け、
ICTやAIなどの科学技術の成果を含む新た
なリソースを適切に活用する。その際、結婚
は個人の自由な意思決定に基づくものである
点、また、安全面や子供の健全な発育の観点
等に十分留意し、システムと人的資源を有機
的に組み合わせ、相乗効果を図る。

＜重点課題＞
・結婚支援・子育て分野におけるICTやAI
等の科学技術の成果の活用促進（AIを活
用したシステムと相談員による相談を組み
合わせた結婚支援、行政内部や保育現場に

おける業務の効率化、母子保健関連データ
の関係者間での共有・活用、子育て関連手
続にかかる負担軽減など）

（４）施策の推進体制等
新たな大綱の施策について、その効果的な
推進を図り、より実効性のある少子化対策を
進めるため、施策の進捗状況等を検証・評価
し、必要な見直しにつなげるPDCAサイク
ルを適切に回していくこととしている。その
ため、今後５年間を目処として、本大綱の施
策について数値目標を設定するとともに、そ
の進捗を定期的にフォローアップする。ま
た、政府全体として、有識者の意見を聞きつ
つ、施策の進捗状況等を検証・評価するため
の体制を構築する。
少子化の進展が国民共通の困難であること
に鑑み、更に強力に少子化対策を推し進める
ために必要な安定財源の確保について、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、幅広く検討を進めていく
こととしている。
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 第1-2-6図  少子化社会対策大綱（概要）～新しい令和の時代にふさわしい少子化
対策へ～

・少子化社会対策基本法※1に基づく総合的かつ長期的な
少子化に対処するための施策の指針

・2004年、2010年、2015年に続く第４次の大綱

１ 結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境を
つくる

・若い世代が将来に展望を持てる雇用環境等の整備
・結婚を希望する者への支援
・男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備
・子育て等により離職した女性の再就職支援、地域活動への参画支援
・男性の家事・育児参画の促進 ・働き方改革と暮らし方改革
２ 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える
・子育てに関する支援（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
・在宅子育て家庭に対する支援
・多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
・子育ての担い手の多様化と世代間での助け合い

３ 地域の実情に応じたきめ細かな取組を進める
・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組に対する支援
・地方創生と連携した取組の推進

４ 結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる
・結婚を希望する人を応援し、子育て世帯をやさしく包み込む社会的
機運の醸成

・妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境の整備
・結婚、妊娠・出産、子供・子育てに関する効果的な情報発信

５ 科学技術の成果など新たなリソースを積極的に活用する
・結婚支援・子育て分野におけるＩＣＴやＡＩ等の科学技術の成果の
活用促進

＜基本的な考え方＞

少子化社会対策大綱（概要）
～新しい令和の時代にふさわしい少子化対策へ～

＜背景＞
・少子化の進行は、人口（特に生産年齢人口）の減少と高齢化を通じて、社会経済に多大な影響
・少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化、有配偶出生率の低下 ・背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因
・希望の実現を阻む隘路を打破するため、長期的な展望に立ち、必要な安定財源を確保しながら、総合的な少子化対策を大胆に進める必要
・新型コロナウイルス感染症の流行は、安心して子供を生み育てられる環境整備の重要性を改めて浮き彫りにした
学校の臨時休業等により影響を受ける子育て世帯に対する支援等の対策と併せて、非常時の対応にも留意しながら総合的な少子化対策を進める

＜基本的な目標＞
・「希望出生率1.8」の実現に向け、令和の時代にふさわしい環境を整備し、国民が結婚、妊娠・出産、子育てに希望を見出せるとともに、
男女が互いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択により、希望する時期に結婚でき、かつ、希望するタイミングで希望する数の子供を
持てる社会をつくる

※1 少子化社会対策基本法（平成15年法律第133号）（抄） 第７条 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。

＜施策の推進体制等＞
・有識者の意見を聞きつつ、施策の進捗状況等を検証・評価する体制を構築し、PDCAサイクルを適切に回す
・施策について数値目標を設定するとともに、その進捗を定期的にフォローアップ※2
・更に強力に少子化対策を推し進めるために必要な安定財源の確保について、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、幅広く検討

このほか、ライフステージ（結婚前、結婚、妊娠・出産、子育て）ごとに施策の方向性を整理

※2 本大綱については、施策の進捗状況とその効果、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年後を目処に見直しを行うこととする。

（結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであり、個々 人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに十分留意）

2020年5月29日閣議決定
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