
はじめに
新型コロナウイルス感染症の流行は、結
婚、妊娠・出産、子育ての当事者に多大な影
響を与えており、平常時・非常時を問わず、
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。同
時に、「三つの密（密閉空間、密集場所、密
接場面）」の回避など感染拡大を予防する
「新しい生活様式」が広がる中で、少子化対
策に関わる分野においても、これまで対面で
行ってきた各種のイベントや相談支援などの
オンライン化が進むとともに、テレワークを
始めとする情報通信技術を活用した柔軟な働
き方が広がるなど、人々の日常生活や意識・
行動に様々な変化が生じている。
本特集では、新型コロナウイルス感染症の
流行下における結婚、妊娠・出産、子育てを
取り巻く状況とそれらへの対応策を概観した
上で、オンラインを活用した新たなつながり
や支援の萌芽を紹介する。

１ 新型コロナウイルス感染症
の流行

我が国においては、2020年１月15日に最
初の新型コロナウイルス感染症の感染者が確
認された後、３月下旬から感染者数が急増
し、４月７日には新型インフルエンザ等対策
特別措置法１に基づき、緊急事態宣言が発出
された。いわゆる「三つの密（密閉空間、密
集場所、密接場面）」の回避など感染症対策
に取り組んだ結果、感染者数が減少した地域
から段階的に緊急事態宣言が解除され、５月
25日に全都道府県で解除されるに至った。

緊急事態宣言の解除後、感染拡大を予防す
る「新しい生活様式」の定着等を前提とし
て、外出の自粛や施設の使用制限の要請等が
緩和され、感染拡大の防止と社会経済活動の
維持との両立が図られた。
その後、全国的な新規感染者数は、８月第
１週をピークとして減少が続いた後ほぼ横ば
いであったが、10月末以降増加傾向となり、
11月以降その傾向が強まっていった。12月
には首都圏を中心に新規感染者数は過去最多
の状況が継続し、医療提供体制がひっ迫して
いる地域が見受けられた。
こうした状況に鑑み、2021年１月７日、
２回目の緊急事態宣言が発出され、１月８日
から緊急事態措置が実施された。２回目の緊
急事態宣言下においては、社会経済活動を幅
広く止めるのではなく、感染リスクが高く感
染拡大の主な起点となっている場面に効果的
な対策を徹底することとされ、飲食店に対す
る営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレ
ワークの推進等の取組が推進された。その結
果、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制
に対する負荷の状況について改善が見られた
地域から段階的に緊急事態宣言が解除され、
３月21日に全都道府県で解除されるに至った。

２ 婚姻件数、妊娠届出数、出
生数の推移

新型コロナウイルス感染症が流行する中
で、婚姻件数及び妊娠届出数に減少傾向がみ
られる。

（１）婚姻件数
婚姻件数２については、2019年はいわゆる

１　平成24年法律第31号
２　厚生労働省「人口動態統計速報」。速報の数値は、各種届出書等から市区町村で作成された人口動態調査票の作成枚数で
あり、日本における日本人、日本における外国人、外国における日本人及び前年以前に発生した事象を含むものである。
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「令和婚」の影響もあり７年ぶりに増加した
が、2020年１月から12月までの婚姻件数の
累計（速報値）は53万7,583組であり、前年
の61万5,652組と比較して12.7％減少し、
1950年以来の減少率となった。
特に、2020年５月の婚姻件数は３万2,544
組であり、2019年５月の９万3,128組と比較
して65.1％減と減少幅が大きく、また、2020
年の他月と比較しても少なくなっている。こ
れは、2019年５月は改元に伴い一時的に婚
姻件数が増加したのに対し、2020年５月は
１回目の緊急事態宣言が発出される中で自粛
等が影響したものと考えられる。

（２）妊娠届出数
妊娠した者は母子保健法１に基づき市町村

に妊娠の届出をすることとなっている。厚生
労働省が2018年１月から2020年10月までの
妊娠届出数の状況について地方公共団体に照
会し取りまとめた結果２によると、2020年１
月から10月までの妊娠届出数の累計は72万
7,219件であり、前年同期間の76万6,316件と
比較して5.1％減少した。妊娠届出数の過去
５年の対前年増減率は、マイナス5.6％から
プラス0.2％と幅があり、本年はやや低い傾
向である。
新型コロナウイルス感染症の流行が本格化

し、１回目の緊急事態宣言が発出された
2020年４月は対前年同月比0.3％減、５月は
同17.6％減、６月は同5.7％減、７月は同
10.9％減となっており、2020年５月から７月
に大幅な減少が見られたが、同年８月から
10月にかけて、下げ幅は軽減している状況
である。

（３）出生数
出生数３については、2020年１月から12月

までの出生数の累計（速報値）は87万2,683
人であり、前年の89万8,600人と比較して
2.9％減少し、過去最低となった。
新型コロナウイルス感染症が流行する中
で、2020年12月は対前年同月比7.3％減、
2021年１月は同14.6％減、２月は同10.3％減
となっており、妊娠から出産までの期間を踏
まえると、2020年12月頃から新型コロナウ
イルス感染症の影響が出始めているものと考
えられる。
長期的にみても、婚姻件数や出生数は減少
傾向が続いていることに加え、新型コロナウ
イルス感染症の流行が、結婚行動や妊娠活動
に少なからず影響を及ぼした可能性があるも
のと考えられ、今後の推移を注視していく必
要がある４。

１　昭和40年法律第141号
２　厚生労働省「令和２年度の妊娠届出数の状況について」（2020年12月24日公表）。妊娠届出は、母子健康手帳の交付や
妊婦健康診査、両親学級、産前産後サポート事業などの母子保健サービスが適切に住民に行き届くよう、市町村が妊娠し
ている者を早期に把握するための制度である。法令上、妊娠届出時期について時限は定められていないが、厚生労働省で
は、妊娠11週以下の時期の届出を勧奨しており、2018年度には93.3％の妊婦が、妊娠11週までに届出を行っている。
なお、多胎妊娠の場合、児の数にかかわらず１件として届出がなされる。

３　厚生労働省「人口動態統計速報」
４　妊娠中の感染リスクに対する不安、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的な不安などが、妊娠を避ける要因と
なっているとの指摘がある。また、外出自粛や人との接触機会の低減などによる出会いの機会の減少、新型コロナウイル
ス感染症の影響による雇用・生活の不安定化などが、今後の婚姻件数の減少に拍車をかけ、将来の出生数の減少につなが
り得るとの指摘もある。
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	 図表	 婚姻件数の推移
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資料：厚生労働省「人口動態統計速報」を基に作成。

	 図表	 妊娠届出数の推移
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資料：厚生労働省「令和２年度の妊娠届出数の状況について」（2020年12月24日公表）を基に作成。
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３ 新型コロナウイルス感染症を踏
まえた少子化対策の主な取組

新型コロナウイルス感染症が流行する中
で、多くの方が日常や将来に不安を感じてい
る。新型コロナウイルス感染症が結婚・子育
て世代に与える影響を注視し、不安に寄り添
いながら、安心して結婚、妊娠・出産、子育
てができる環境整備に取り組むことが必要で
ある。
政府では、これまでも、新型コロナウイル
ス感染症を踏まえた対応として、「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、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、電話やオンラインを活用
した妊産婦や乳幼児に対する相談支援や保健
指導、保育所等の臨時休園等に伴う保育料の
減免に係る財政支援、学校の臨時休業等に対
応するための環境整備３、子育て世帯への臨
時特別給付金の支給、二度にわたるひとり親
世帯臨時特別給付金の支給、子供の見守り体
制の強化、テレワークの強力な推進等に取り
組んできた４。
以下では、新型コロナウイルス感染症を踏
まえ、2020年度第３次補正予算及び2021年
度予算で措置した少子化対策の主な取組を、
ライフステージごとに紹介する。

	 図表	 出生数の推移
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資料：厚生労働省「人口動態統計速報」を基に作成。

１　2020年３月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。基本的対処方針は、感染状況等を考慮した上で、累次の変
更が行われている。

２　2020年４月20日閣議決定
３　放課後児童クラブ及びファミリー・サポート・センター事業における学校の臨時休業等に伴う対応に対する財政支援、新
型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の支給、小学校等の臨時休業等に伴う企業主導型ベビー
シッター利用者支援事業の特例措置の実施、特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援等事業の実
施など。

４　新型コロナウイルス感染症が拡大する中においても、安心して妊娠・出産・子育てができる環境を整備するため、新型コ
ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、地方単独事業として、子育て世帯等に対する給付金の支給、オン
ラインを活用した妊産婦に対する情報提供などに取り組んだ地方公共団体もある。
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（１）結婚
○�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
・�地域少子化対策重点推進交付金により、地
方公共団体が取り組む結婚支援、結婚・子
育てに温かい社会づくり・機運醸成の取組
を支援している。
・�2021年度は、地方公共団体が行う結婚新
生活支援事業（家賃や引越費用など、結婚
に伴う新生活のスタートアップに係るコス
トを補助する事業）について、近年の婚姻
の状況、コロナ禍における経済的打撃や将
来不安が結婚に及ぼす影響等を考慮し、年
齢・年収要件の緩和（年齢要件を34歳以
下から39歳以下に、世帯年収要件を約480�
万円未満相当から約540�万円未満相当に、
それぞれ緩和）などの充実を実施する。
　�あわせて、ＡＩを始めとするマッチングシ
ステムの高度化等を重点的に支援する（補
助率を２分の１から３分の２に嵩上げ）と
ともに、オンラインによる結婚支援・子育
て相談など、コロナ禍での新たな取組を推
進する。

○新規学卒者等への就職支援
・�新型コロナウイルス感染症の影響により、
企業説明会の延期・中止や一部の企業によ
る採用選考活動の取りやめなど、学生の就
職活動に影響が生じている。
　�第二の就職氷河期世代を作らないとの観点
から、2020年度及び2021年度新卒者等の
採用が着実に進むよう、就職活動が十分に
行えなかったり不安を抱える学生等を対象
に、就職支援ナビゲーターによる個別支援
等、就職に向けたきめ細かな支援を実施す
る。また、卒業・修了後少なくとも３年以
内の既卒者が新卒者の採用枠に応募できる
よう改めて周知徹底などの取組を進める。

（２）妊娠・出産
○妊産婦・乳幼児への総合的な支援
・�新型コロナウイルス感染症の流行が続く中

で、妊産婦の方々は、自身のみならず胎
児・新生児の健康への不安に加え、予定し
ていた里帰り出産や立ち会い出産が困難と
なったり、対面での保健指導を受けにくい
状況になる等、妊娠・出産や産後の育児等
に不安を抱えて日々を過ごしている。
　�このため、新型コロナウイルス感染症に罹
患した妊産婦に対する電話・訪問による支
援、不安を抱える妊婦等に対する分娩前の
新型コロナウイルス感染症検査費用の補
助、電話やオンラインによる相談支援・保
健指導等の実施、里帰り出産が困難な妊産
婦に対する育児等支援サービスの提供な
ど、妊産婦に寄り添った支援を総合的に実
施する。あわせて、集団健康診査の受診を
控える傾向にある乳幼児健康診査につい
て、個別健康診査への切替えに対する支援
等を行う。

○�新型コロナウイルス感染症に関する母性健
康管理措置による有給休暇の取得支援
・�妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取
得して出産し、出産後も継続して活躍でき
る職場環境を整備するため、新型コロナウ
イルス感染症に関する母性健康管理措置と
して医師等の指導により休業が必要とされ
た妊娠中の労働者に関して、有給の休暇制
度を整備し、当該休暇を取得させた事業主
に対する助成を行う（新型コロナウイルス
感染症に関する母性健康管理措置及び助成
制度は2022年１月31日まで）。

（３）子育て
○�保育所等、幼稚園、地域子ども・子育て支援
事業における感染拡大防止対策に係る支援
・�保育所等、幼稚園、地域子ども・子育て支
援事業において、感染症に対する強い体制
を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を
継続的に提供していくため、職員が感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続的に実
施していくために必要な経費（かかり増し
経費等）や、マスク・消毒液等の購入等に
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必要な経費に対して、補助を行う。

○企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
・�新型コロナウイルス感染症の流行が続く中
で、テレワークを始めとする情報通信技術
を活用した柔軟な働き方が広がっている。
　�多様な働き方をしている労働者がベビー
シッター派遣サービスを利用しやすくなる
よう、企業主導型ベビーシッター利用者支
援事業について、利用補助の拡充（１日当
たり2,200円から4,400円に引上げ）を行
う。

○�非正規雇用労働者・子育て中の女性等の円
滑な就労に向けた支援
・�新型コロナウイルス感染症の影響が長引く
中で、非正規雇用労働者や女性の雇用環境
を取り巻く厳しい状況が続いている。
　�ハローワークにおける相談支援体制の強化
や、子育て中の女性等に対するマザーズハ
ローワーク等でのマッチング支援、積極的
な求人開拓の実施、トライアル雇用助成金
の拡充、キャリアアップ助成金の活用によ
る正社員化促進などにより、新型コロナウ
イルス感染症の影響により離職を余儀なく
された求職者のニーズに応じた就職支援を
実施する。

○高校生等奨学給付金による支援
・�新型コロナウイルス感染症の影響により生

活が困窮している世帯の高校生等の学びを
支えるため、高校生等奨学給付金につい
て、2020年度から、家計急変により住民
税非課税相当となった世帯についても支援
の対象とするとともに、2020年度第３次
補正予算により、オンライン学習に必要な
通信費相当額など必要な教育費の追加支援
を行った。

○高等教育の修学支援
・�高等教育の修学支援新制度及び日本学生支
援機構の貸与型奨学金において、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により家計が急変
し、修学が困難になった学生等について、
随時申込を可能としている。

　さらに、2021年３月、新型コロナウイル
ス感染症の影響が長引く中で、非正規雇用労
働者やひとり親の方々をはじめ、就業に困難
を抱える方々、望まない孤独や孤立で不安を
抱える方々に対する緊急支援策として、「非
正規雇用労働者等に対する緊急支援策につい
て」１が取りまとめられた。今後、これに基
づき、低所得の子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金の支給等を行うことと
している。

引き続き、事態の推移を見極め、必要に応
じて柔軟に対応する。

１　2021年３月16日新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議取りまとめ
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