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生産年齢人口の減少に伴う消費減（推計）

少子化は「国民共通の重大な危機」である

※生産年齢人口一人当たり家計最終消費支出（除く持ち家の帰属家賃）が
一定と仮定し、2015～2019年の平均値を元に試算

－50兆円

消費の減少 潜在成長率の減少
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2017 2040（2017年との差）

医療・福祉 807万人 910万人（＋103万人）

農林水産業 218万人 102万人（▲116万人）

電気・ガス・水道等 29万人 25万人（▲4万人）

情報通信業 207万人 56万人（▲151万人）

運輸業 324万人 307万人（▲17万人）

産業計 6,530万人 5,245万人（▲1,285万人）

※2040は経済成長と労働参加が進まないケース

国家規模の縮小・国際的影響力の低下
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少子化の加速により、
2022～23には独並み
2025年前後には仏並み

名目3%成長する
とした場合の生産年齢人口
一人当たり名目GDP
【2020】 【2040】
720万円程度 → 1,650万円程度



危機突破のために緊急に講ずべき少子化対策

未婚化・晩婚化は少子化の主要因の一つ

コロナ禍での出生数・婚姻数の急速な減少

少子化対策は最大の人的投資であり、格差の解消・中間層の維持は少子化対策につながる。
新しい資本主義の中核に位置づけ、現行大綱の期限までの３年は集中的に支援すべき

（）

結婚・出産支援等総合パッケージ
～コロナ前に婚姻数を戻し、困難な状況下
で誕生した子供への支援～

○地域における新たな女性
雇用の創出

○結婚、妊娠・出産、子育
てに温かい社会づくり・
機運醸成

○「人への投資」としての
結婚支援の拡充

○出会いサポートの拡充強
化

（AIを活用した出会いの機会の創出、自
治体間で連携した広域的結婚支援、民間
事業者との連携・参入促進、結婚支援相
談員の育成）

○コロナ禍における子育て
世帯・妊産婦支援

（子育て世帯に対する給付金が措置され
る場合、令和４年に出産し収入要件を満
たす世帯にも給付金を支給）



背景

出会い機会の減少
【結婚しない理由】 「適当な相手にめぐり会
わない」が男女とも一位

結婚資金の不足
【結婚に踏み切れない要因】男女ともに結婚
の障害は「結婚資金」が最多（40％超）

若年雇用の不安定さ
【男性有配偶率（30～34歳）】
正規：59.0%↔非正規：22.3%

大都市への若者の流出による未婚者の
偏在

未婚化・晩婚化 核家族化等に伴う完結出生児数の低下原因

晩婚化による出産年齢の上昇

【平均初婚年齢】
2019年：男性：31.2歳、

女性：29.6歳
※1980年と比べ、男性が+3.4歳、女
性が+4.4歳

【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%）

仕事と子育ての両立の困難さ

【仕事と家庭の両立】
・約5割の女性が出産・育児により
退職

・妊娠・出産を機に退職した理由
を見ると、41.5％が「仕事と育児
の両立の難しさ」 など

【育児休業を取らなかった理由】
・収入を減らしたくなかった
（男性：41.4％、女性13.5％）

核家族化に伴う子育て負担増大

【夫の休日の家事・育児時間と第2子
以降の出生割合】

家事・育児時間なし：10％
↕

６時間以上：87.1％
※夫の家事・育児時間は先進国中低
水準

※少子化対策先進国と比べ、育児を
中心に家事・育児時間が長い

＜第２子以降＞
子育て・教育費負担による制約
（都市：中高、地方：大学）
住宅の物理的制約

【理想の子供数を持たない理由】
子育てや教育にお金がかかりすぎる
（理想２人：43.8%、理想３人：69.8%）
家が狭いから（理想３人：16.1%）

女性の理想ライフコース：専業主婦（18.2％）、再就職（34.6％）、両立（32.3％）、DINKS（4.1％）・非婚就業（5.8％）

現状

少子化を取り巻く急速な状況変化 2021年出生数81.2万人程度になる見込み→2017年の中位推計（2027年）より６年前倒しで出生数が減少
コロナ禍（2020年、2021年）により11万件の婚姻が消失（推計）→今後もさらに減少が続けば、出生数も一層減少

諸外国において国家戦略上の最重要課題として認識されている少子化問題 人口減少に歯止めをかけられないと、国際社会における我が国の地位・影響力は今後大幅かつ急速に低下

少子化の克服は最優先の国家的課題 現状の出生数・婚姻件数の減少の流れをおしとどめ、少なくともコロナ前の状況に戻し、さらにはこれを反転させるための政策対応が急務

対策

・出会い機会の創出など結婚支援
（再掲）
（ＡＩを活用した出会いの機会の創出、自治体
間で連携した広域的結婚支援、民間事業者
との連携・参入促進、結婚支援相談員の育
成）

・新婚新生活への経済的支援
（給付条件・補助率の見直し等による
事業の実効性の向上）

・地域における新たな女性雇用の創出
（再掲）

・若い世代の雇用の安定や経済的基盤
の確保

・多子世帯への経済的支援
（児童手当の多子世帯への加算な
ど）

・多子世帯への教育支援
（多子世帯にさらに配慮した高等

教育修学支援など）

・住宅支援 等

・出産育児一時金の充実など経
済的負担の軽減

・無痛分娩の費用の支援など出
産時の負担軽減

・性や妊娠に関する正しい知識
の普及啓発・健康管理（プレコ
ンセプションケア）の普及

・地域産科体制の充実

・産後うつ対策を始めとした産後
ケア事業の充実や産前・産後
のサポートの充実等

・不妊治療保険適用、仕事と不妊治
療の両立（不育症も同様）

・育児休業給付の充実
（実質手取り10割）

・男性の育児休業取得の
促進

・企業における仕事と子育
ての両立支援の推進、
働き方改革等の支援

・待機児童解消 等

・認定こども園・保育所、放課
後児童クラブ等での子育て
支援
（交流・相談・一時預かり・緊急病児

保育・ファミサポの一体的提供など、
親の就業形態・就業有無にかかわら
ない多様な支援）

・三世代近居

・男性の家事・育児参画の促
進（必要な知識習得機会の充実）

・訪問型の育児や家事支援
サービスの充実 等

結婚 妊娠・出産 仕事と子育ての両立 地域による子育て支援 多子世帯への支援

各ライフステージに応じた少子化対策を支える環境整備
子供の命が大事にされ祝福される社会づくり、子供を持つことのイメージや喜びが感じられるライフプランニング支援（乳幼児とのふれあい体験など）、 デジタル技術を活用したプッシュ型の情報提供
都市・地域など様々な地域の実情に応じたきめ細かな少子化対策を推進（含：成功事例の分析、横展開）

抜本的な少子化対策のための財源確保の方向性、今後の検討
・自民党少子化対策特別委員会の提言（令和３年５月）におけるこれまでの整理
・経済財政運営と改革の基本方針２０２１（令和３年６月閣議決定）、こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（令和３年12月閣議決定）にも、特別委員会の提言を基に、財源の検討について盛り込まれる。
・本提言を基に、党と政府で抜本的な少子化対策の実施に向けた議論を進めるとともに、調査会におけるこれまでの提言をさらに深化させ、政府を交え抜本的な少子化対策の具体化を一層推進。

抜本的・総合的な少子化対策～大胆な所得再分配による結婚・妊娠・出産・子供数・子育ての希望実現～
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危機突破のための少子化対策に向けて 
 

令和４年５月 10 日 

自由民主党政務調査会 

少 子 化 対 策 調 査 会 

 

１．少子化を取り巻く急速な状況変化 

 

（１）６年前倒しで加速する出生数の減少 

 

人口動態統計速報によると、令和３年の１～12月の出生数は、84万人、前

年比 3.4％の減少となった。これは、日本における日本人だけではなく、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

のであり、今後出生数の確報値が出されるが、令和２年の出生数 84万人から

3.4％減少した場合には、81.2万人程度となる。 

2017年の中位推計では、出生数が 81.2万人となるのは、2027年であった。

かろうじて 80万人台を維持したとしても、５年前の推計値よりも６年も少子

化が前倒しして加速していることを示している。そして、記録のある明治時代

にさかのぼっても過去最少である。 

 

（２）コロナ禍により 11万件の婚姻が消失（推計） 

 

婚姻件数については、令和２年は前年比 12.3％減と昭和 25年以来の減少幅

となっており、令和３年も人口動態統計速報で 4.3％減と回復の兆しが見えて

いない。 

また、これをコロナ前のトレンド線と比較すると、2020 年の婚姻件数は約

５万件、2021年の婚姻数は約６万件も下振れしていることを指摘する研究1が

                                                      

1 「コロナ禍における婚姻」（2022 年２月８日）千葉安佐子（東京財団）、仲田泰祐（東京大学） 



2 

 

ある。合わせて約 11万件の婚姻の減少は、今後の出生数の減少につながって

いく。夫婦の完結出生児数（結婚持続期間 15～19 年夫婦の平均出生子供数）

はおよそ２人であり、約 11 万件の婚姻数の減少により、約 22 万人の出生数

の減少が今後数年の間に生ずることとなる（結婚から第一子出生までの平均

期間は約 2.5年）。 

コロナ禍による婚姻数の減少が今後もさらに継続することとなれば、出生

数も一層減少していくこととなる。 

 

（３）諸外国において国家戦略上の最重要課題として認識されている少子化

問題 

 

① 欧州においては、従来からフランスを筆頭に、多くの国で現金・現物給付

ともに充実した少子化対策が講じられていることはよく知られている。他

方、近年、日本、中国、韓国、シンガポールなど東アジア諸国では、少子化

が急速に進み、それに伴う人口減少が大きな問題になっている。加えて、米

中対立が深まる中で、米中双方においても、人口問題をより重視する姿勢が

強まりつつある。 

 

② アメリカでは、これまで伝統的に政府レベルの少子化対策は講じられて

こなかったが、2021年４月 28日に、バイデン大統領は「将来の競争に勝つ

ためには、家族や子供たちに対しても一世一代の投資をする」旨を表明した。

具体的には、「米国家族計画」として 10年間で 1兆 8000億ドル（約 216兆

円）もの規模の（1）無償教育拡充、（2）保育支援拡充、（3）有給休暇、病

気休暇などの拡充、（4）子育て世帯、低所得者世帯に対する減税枠の拡充を

打ち出し、これが社会福祉投資法案としてとりまとめられ、現在、政権の最

重要課題として取り組みが進められている。 

                                                      

https://covid19outputjapan.github.io/JP/files/ChibaNakata_Marriage_20220208.pdf 



3 

 

③ また、1979年以降「一人っ子政策」をとっていた中国では、2015年に一

人っ子政策を廃止したが、少子化に全く歯止めがかからない中、2021 年 5

月 31日の政治局会議で三人目の出産を認める方針を打ち出し、8月 20日の

全国人民代表会議において正式に決定。加えて、財政支援や住宅の優遇政策、

出産や子育て、教育に関する負担の軽減、育児休暇制度の奨励などの少子化

対策が打ち出されている。 

 

④ このように、少子化対策・人口減少への対応は、主要先進国において近年

急速に国家戦略上の最重要課題として認識され、それぞれに大胆な施策が

実行されてきている。そのような状況の中で、わが国のみが人口の急速な減

少に歯止めをかけることができなければ、国際社会におけるわが国の地位・

影響力は今後、大幅かつ急速に低下していくことは避けられない。 

 

（４）少子化の克服は最優先の国家的課題である 

 

わが国においても、少子化の克服を最優先の国家的課題として位置づけ、取

り組みを進めなければならない。 

特に、現状の出生数・婚姻件数の加速度的減少トレンドが固定化してしまう

前にこの流れを押しとどめ、少なくともコロナ前の状況に戻し、さらにはこれ

を反転させるための政策対応を講ずることが急務である。 

以上で述べてきた状況は、一昨年、自由民主党政務調査会で少子化対策特別

委員会を中心に取りまとめた「危機的な少子化の打開に向けて～希望出生率

1.8への道筋～」（令和２年 12月 1日）で既に示したシナリオから状況が改善

せず、むしろコロナ禍の長期化という要因が加わることにより、出生数・婚姻

数の減少が加速するという厳しい事態に直面していることを示している。 

政府が策定した少子化社会対策大綱（令和２年５月 29 日閣議決定）では、

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、取

組を推進するとしている。同大綱は、2020 年からおおむね５年を見据えて策

定されたものであり、見直し時期までに残された時間はあとわずか３年であ
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る。 

政府が掲げた目標からかけ離れた状況であるにもかかわらず、現状を放置

していては、国民の信頼を大きく損ないかねない。 
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２．少子化は「国民共通の重大な危機」であり、「国家存亡の危機」

でもある 

 

これまでの報告書で累次指摘したとおり、少子化の進行は、社会保障制度の

持続可能性や経済の先行きへの不安を助長し、わが国経済の重しとなってい

る。これを座視すれば、労働力不足による経済成長の減速、現役世代の負担の

増加、地方を中心としたコミュニティの崩壊など、社会経済に重大な影響が及

ぶことは明らかである。 

このように、少子化は、配偶者や子供の有無にかかわらず、将来にわたる「国

民共通の重大な危機」である。 

少子化に対する危機感は、主要全国紙、地方紙の社説にも多く見られるよう

になり、国民の間にも共有されつつある。また、抜本的な少子化対策予算の拡

充とライフステージに応じた総合的な少子化対策の必要性は、与野党を超え

て意見が一致している2。 

 以下は、政府の協力も得ながら、改めて少子化がもたらす危機の一端を具体

的な数値も含めて示すものである。 

 

（１）消費の縮減 

  

今後、生産年齢人口が減少すると、家計の所得が減少し、家計の消費も減少

することになる。生産年齢人口一人当たり家計消費支出3が現在と同程度と仮

定した場合には、令和 22年（2040年）には、生産年齢人口の減少に伴い、50

                                                      

2 例えば、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院内

閣委員会：令和３年 4月 14 日、参議院内閣委員会：令和 3年 5 月 20日）では、「我が国の少子化は国

難であるとの認識の下、少子化を克服するために、子育て関係予算の総額を増額する」旨や「出生率

の回復に成功した主要先進国における家族関係社会支出の対ＧＤＰ比を参考に、少子化社会対策大綱

等に基づき、ライフステージに応じた総合的な少子化対策に向けた取組について、具体的な検討を進

める」旨について、大多数の政党の賛意を得て可決している。 

3 持家の帰属家賃を除く。また、生産年齢人口一人当たり家計消費支出（持家の帰属家賃を除く）は、

コロナ禍の影響を排除するため、2015～2019 年の平均値から算出した。 
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兆円もの消費が消失することになる。 

 これは、現在の家計消費の 20％、GDPの１割に相当する減少幅であり、わが

国経済の大幅な縮減要因となる。 

 

（２）成長力の減衰 

  

人口減少は労働力の減少を通じて、将来的な潜在成長率の引き下げ要因と

なる。生産年齢人口の減少による労働力減少が、2021年から 2030年にかけて

は、0.5％pt程度のマイナス要因となり、これが加速する 2031年から 2040年

にかけては、1.0％pt程度のマイナス要因となる。 

 

（３）社会保障制度への負荷の増大 

  

社会保障は、現役世代が高齢者世代を支える形で成り立っている。今後、生

産年齢人口が急速に減少する一方で、高齢者数は着実に増加する。 

その結果、社会保障費は 2018年には 121.3兆円、生産年齢人口一人当たり

160.7万円であったものが、2040年には 188.2～190兆円、生産年齢人口一人

当たり 314.8～317.8 万円（2018 年度の賃金水準に換算すると 192.6～194.4

万円）となる。 

 今後、現役世代が減少していくと社会保障制度への負荷が増大し、安定した

社会保障の維持が極めて困難になってくる。 

 

（４）地域コミュニティの崩壊 

  

人口減少は地域差がある。日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年

推計）における 2020 年から 2040 年の都道府県人口の推移をみると、人口総

数では９県が 20％以上減少し、30の道府県が 10～20％減少、出生率の高い沖

縄県ですらも微減に転じ、増加するのは東京都のみである。生産年齢人口（15

～65歳未満）でみると、約 40％減少する秋田県をはじめ６県が 30％以上減少
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し、29 道府県が 20％以上減少、沖縄県を含む 11 の県が 10～20％減少、東京

都でさえも 7.3％の減少になっている。 

 また、地域における生活関連産業・サービスが成り立つためには、地域にお

ける一定規模の人口維持が必要である。このため、地域における人口の減少は、

生活に密接に関連する産業・サービスの撤退を引き起こすことになる。例えば、

総合スーパーが存在する確率が 50％以上であるためには、4.75万人以上の人

口規模が必要であるが、人口 4.75万人以上の市町村は、2020年には 543団体

あったのに対し、2050 年には 457 団体（▲86 団体）まで減少する。同様に、

コンビニは 2020 年の 1,589 団体が 2040 年には 1,492 団体（▲97 団体）に、

銀行は 1,333団体が 1,201団体（▲132団体）に、学習塾は 1,436団体が 1,310

団体（▲126団体）に、病院は 960団体が 849団体（▲111団体）に、一般診

療所は 1,601団体が 1,533団体（▲68団体）、訪問介護は 1,273団体が 1,155

団体（▲118団体）に減少する4。 

 このような生活に密接に関連する産業・サービス撤退が生じると、さらに地

域からの人口流出が加速するという負の循環を生むことになる。 

 

（５）エッセンシャルワーカーの確保難 

  

生産年齢人口が減少する一方で、高齢化が進むことにより、医療・福祉人材

のニーズが一層高まることになる。労働力の需給推計によると、産業別就業者

数が 2017年に全体で 6,530万人であったものが、経済成長と労働参加が進ま

ないケースでは 2040年には 5,245万人にまで減少することになる。 

他方で、医療・福祉の就業者数は 2000年には 451万人であったものが、2017

年には 807 万人まで増加しており、2040 年には経済成長と労働参加が進まな

いケースで 910万人まで増加することになる。 

 全体の就業者数が減少する中で、医療・福祉を含めエッセンシャルワーカー

について、増大するニーズに応えられる十分な人材を確保することが次第に

                                                      

4 2020 年及び 2040 年の市町村の人口は、日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）によ

り、生活関連産業・サービスの存在確率は、国土交通省資料による。 
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困難になっていくことが強く懸念される。 

 

（６）治安、防衛、火災・救急対応力の脆弱化 

  

（５）のとおりエッセンシャルワーカーの確保が困難になる中で、治安、防

衛、火災・救急対応に必要な人材も不足することになる。すでに、2016 年度

と 2020年度の警察官、自衛官、消防職員の受験者数・応募者数をみると、地

方警察官については 3.3 万人の減少、自衛官は４千人の減少、消防隊員につ

いては、1.7万人の減少となっている。 

 人口が減少した場合でも、治安、防衛、火災・救急対応にあたる職員を適切

に確保する必要があり、これまでも人口減少と職員数は必ずしもリンクして

いないが、今後、生産年齢人口や就業者数の全体が減少する中で、十分な士気

と能力のある人材を確保することは次第に困難となり、ひいては、治安、防衛、

火災・救急対応力が脆弱化するおそれが極めて大きいことに十分留意する必

要がある。 

 

（７）資産価値の下落 

  

少子化による人口減少は、資産価値の減少を生む。1995 年をピークとする

生産年齢人口の減少に伴い、空家数は 1993年には賃貸又は売却用の空き家が

260万件であったが、それ以降急速に増加し、2018年には 460万件（うち賃貸

用が 430万件）となっている。 

 今後、生産年齢人口が一層減少する中で、従来は収益を上げていた物件が、

収益をあげられなくなることにより、資産価値が下落することになる。 

 

（８）少子化・人口減少の具体的影響の分析と国民への提示・情報発信 

  

 民主主義国家においては、国民の合意がなければ、大きな政策は実現できな

い。そして、国民の合意を得るためには、判断材料となる十分な情報を政府が
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示す必要がある。 

 今回、政府の協力も得ながら、２．において少子化がもたらす危機の一端を

具体的な数値も含めて示した。既に抽象的な議論では済まなくなっており、具

体的な国民共通の危機が目の前に迫っている。政府においては、人口減少・少

子化の影響をより多角的に分析して公表し、国民的な議論を促すべきである。 
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３．少子化対策にあたり考慮すべき視点 

 

これまで子育て支援を中心とする様々な少子化対策が講じられてきたが、

これまでのところ必ずしも十分な効果が得られているとは言い難い。他方、冒

頭に見たとおり、最近のコロナ感染症の影響もあり、少子化の進行は、ますま

す勢いを増している。 

こうした状況を直視し、少子化の原因を改めて正確に把握し、それに応じた

新たな対応策を検討・実施していくことが極めて重要である。 

 

（１）少子化の主要因の一つは「非婚化・晩婚化」である 

  

データを丁寧に分析すれば、次のとおり、非婚化・晩婚化が少子化の主要因

の一つであることは明らかである。 

 

① 合計特殊出生率は、「有配偶率」と「有配偶出生率」に分解できる。すな

わち、 

 

合計特殊出生率＝ 

有配偶率（結婚している女性の割合）×有配偶出生率（結婚している女性の出生率） 

 

〇このうち、顕著に低下しているのは、「有配偶率」である。有配偶率（18～

34歳の女性の有配偶者割合）の推移を見ると、 

2000年 37.8％、2010年 33.8%、2020年 29.7% 

であり、明確に有配偶率は低下している。 

 

② また、50歳時点での未婚割合が大きく上昇してきている（男性 28.25％、

女性 17.81％（2020年））ことと上記の有配偶率の低下は整合的である。 

 

③ 婚姻数と出生数の関係を最もシンプルに表すのが相関係数であり、1970
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年（合計特殊出生率 2.13）から 2020 年（合計特殊出生率 1.33）までの 50

年間の婚姻数（夫婦とも初婚）と出生数の間には、極めて強い相関関係が確

認される（相関係数 0.93）。 

 

④ 夫婦の完結出生児数（結婚持続期間 15～19年を経過した初婚同士の夫婦

の子供数）を見ると、過去 40年余りにわたり概ね２人であるが、婚姻数が

減少することにより、全体として出生数・出生率が低下しているという部分

が大きい。 

  ただし、夫婦の完結出生児数も 2000年以降減少してきており、今後さら

に減少していくことにも留意していく必要がある。 

 

（２）「非婚化・晩婚化」の要因は、結婚資金の不足、不安定な所得・雇用環

境、そして出会い機会の減少である 

 

① 結婚資金の不足・不安定な所得・雇用環境 

 

（ⅰ）国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査(独身者調査)によれ

ば、若い世代の約９割がいずれ結婚することを希望しながら、今は結婚しな

い理由として、「適当な相手にめぐりあわない」の他、「結婚資金が足りない」

が上位に挙げられている。 

 

（ⅱ）また、男性の雇用形態・年収によって有配偶率に顕著な差が認められ、

不安定な所得や雇用環境が非婚化・晩婚化に繋がっていることが裏づけら

れている。男性の正規雇用者と非正規雇用者の有配偶率には、次のとおり２

倍以上の大きな差がある。 

   

〈男性有配偶率（30～34歳）〉 

正規雇用：59.0％     非正規雇用：22.3％ 

 



12 

 

なお、2002年から 2017年にかけ年齢層別のジニ係数を見ると、25～29歳

と 30～34 歳の年齢層ではジニ係数が上昇して格差が拡大し、それ以外の

年齢層ではジニ係数が低下している。この背景として、若年男性の非正規

雇用比率の上昇等が指摘されている。 

 

（ⅲ）90 年代以降、団塊ジュニア世代が迎えた就職期や適齢期と若者の雇用

が不安定化した時期が重なったため、第三次ベビーブームを迎えることが

できず、その後の急速な少子化を招くことになったと指摘されている。 

 

（ⅳ）こうした点から明らかなとおり、若者の結婚については、経済的要因が

極めて大きな影響を与えている。その背景には次節で述べるとおり、日本経

済の低迷とそれに伴う雇用環境の悪化がある。 

 

② 出会い機会の減少 

 

（ⅰ）出会い機会が減少している一つの要因として、お見合いや社内結婚とい

う結婚に向けた「社会的システム」の機能が縮小してきている点が指摘され

ている。 

最も婚姻数が多かった 1972年と 2015年のデータを比較すると、お見合い

と職場結婚を合算した婚姻数のマイナス分は約 46 万組であり、婚姻総数の

マイナス分とほぼ一致する、との指摘もある。つまり、お見合い婚と職場結

婚が減少した分だけ婚姻数が減少するという形になっている。この二つの社

会システムを代替するような仕組みについても、早急に検討を深める必要が

ある。 

 

（ⅱ）出会い機会の減少をもたらしているもう一つの大きな要因として、地方

から大都市への若者の流出による未婚者の偏在が指摘されている。 

若者は仕事を求めて東京をはじめとする大都市に流出している。流出数は

全国を通じて男性より女性が多い（2010～19年の 10年間累計で転出超過道
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府県は 38、そのうち 35が女性の減少のほうが大きい）。 

因みに、東京、埼玉、神奈川、千葉の首都圏と愛知、大阪、福岡の７都府

県の女性未婚者だけで日本全国の女性未婚者の半分に達している。 

若者が集中する東京の婚姻率は全国一位であるが、一方で、女性の生涯未

婚率も全国トップクラスとなっている。 

こうした都市と地方、男性と女性の偏在に伴うミスマッチを解消すること

も少子化対策として重要な視点である。 

 

（３）コロナ禍という困難な状況下で誕生した子供への祝福 

 

  明治期に来日し、大森貝塚を発見したモースは、「世界で日本ほど、子供

が大事に扱われ、幸福な国はない」と述べたという。昨今の風潮をみるに、

結婚生活や子育ての苦労ばかりが取り上げられ、あたかも結婚、妊娠・出産、

子育てがつらく、苦しいことのみであるかのような取り上げられ方になっ

ている。また、公園で遊ぶ子供の声への苦情や公共施設でのベビーカーを邪

魔者扱いする声も聞く。 

子供は未来を紡ぐかけがえのない存在である。コロナ禍というこの大変な

状況下に誕生する新たな命を、あらためて社会全体で祝福をもって迎える必

要がある。 

 

（４）令和にふさわしい共同して子供の養育を支える仕組みづくり 

 

➀ 最近、20年近くの間で、25～44歳の女性の就業率は、62.0％（平成 13年）

から 77.4％（令和２年）と 15％pt以上も上昇している。その中で、キャリ

ア重視、パート等の家事重視、専業主婦とライフコースには多様な志向が生

まれており、このような多様な実態に十分子育て支援が応えられているの

かが問われている。 
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② 現に、国際意識調査5によると、自国が子供を生み育てやすい国だと思う

かについて聞いたところ、日本は 61.1％が「そうは思わない」と答えてお

り、フランス（17.6％）、ドイツ（22.8％）、スウェーデン（2.1％）と大き

な差がある。また、「そう思う」との答えも日本が 38.3％であるのに対し、

フランスが 82.0％、ドイツが 77.0％、スウェーデンが 97.1％と大きく引き

離されている。このような子育て支援が今なお不十分であるという声に真

摯に耳を傾ける必要がある。 

 社会の変化に応じて、そして、女性の理想の多様なライフコース志向があ

る中で、子育て支援の何を今後充実させていくか。的を外さない子育て支援

を十分留意する必要がある。 

 

③ かつての日本では、複数世代から成る家族を核とし、地域コミュニティで

子供の養育を支え合う共同養育社会が存在した。それが、戦後、核家族化と

都市化が進展し、地方から都市部への若者の流出が進み、さらに未婚化・晩

婚化が進む中で、子育て世代は、両親と離れて暮らし、地域での知り合いが

少なく、同時期に子育てをする友人が少ない状況にある。その上、夫婦間に

おいても、30～40 代の男性が長時間の労働を余儀なくされており、夫婦の

一方、特に女性に家事・育児負担が重くのしかかっているのが現状である。 

 

④ 令和の時代の子育て世代においては、このような状況を前提に、新たに共

同して子供の養育を支える仕組みづくりが急務である。 

  具体的には、家事・育児負担の軽減と併せた夫婦での支え合いとともに、

希望に応じた子育て世代の親世代（祖父母）による支援、多様な女性のライ

フコースに応じた地域による子育て支援と重層的な体制が必要である。 

そして、地域による子育て支援は子育て世帯にとって身近で利用しやすい

場所で提供される必要がある。 

  

                                                      

5 令和２年度「少子化社会に関する国際意識調査」報告書（内閣府） 
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４．「新しい資本主義」の視点に立つ少子化対策 

 

（１）若年層の所得・雇用不安定化の構造的要因 

 

① 若年層の所得・雇用の不安定化が始まったのは、90年代中頃以降である。

バブル崩壊やそれに続く経済のグローバル化に伴い、日本企業の行動は大

きく変容し、その中で特に若年層の所得と雇用に、大きな負荷がかかってい

った。 

 

② バブル崩壊後の 90 年代、金融機関は不良債権の早急な処理を求められ、

貸し渋りや貸し剝がしが広範囲に行われた。この困難な時期を経て、わが国

企業は、借入を減らし賃金の上昇や設備投資を抑えて、内部留保を厚くする

ことが安定的な経営にとって不可欠である、と考えるようになった。 

企業の設備投資の伸び率は、80 年代の約９％という高い水準から、90 年

代にはマイナス 2.7％に落ち込んだ。その後も債務の返済と借り入れの抑制

が進み、手元流動性（キャッシュフロー）の範囲内でのみ設備投資を行う傾

向も強まっていった。こうした企業行動の大きな変化に伴い、企業部門全体

の資金需要は大幅に減少し、1998年に至り、企業部門は投資超過から貯蓄超

過へと移行し、マクロの資金循環の歴史的な転換が起こることとなった。 

 

③ 加えて 2000年代に入ると、「株主資本主義」の名の下、わが国企業は、グ

ローバルな機関投資家や、株式ファンド・ヘッジファンドといった攻撃的な

収益最優先の諸機関から、短期的な収益増加を強く求められるようになっ

た。それは賃金抑制、人件費の削減への大きな圧力となり、名目賃金の抑制

と雇用の非正規化が急速に進行した。 

 

④ 他方、設備投資の縮減は、わが国経済の生産性上昇を抑制した。新たな付

加価値は、対設備であれ、対研究開発であれ、対人材であれ、新たな投資か

らしか生まれない。2000 年代以降今日まで続くわが国企業部門における過
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小投資は、経済の生産性の上昇、ひいてはそれに見合う賃金の上昇をも抑制

する結果となった。 

 

⑤ このような 90年代以降の企業行動の変化は、突き詰めていけば、グロー

バルなリスクの増大に対して、企業が積極的な設備投資、研究開発投資、あ

るいは、人的投資を行い、創造的イノベーションや新たなビジネスモデルを

創出することにより、中長期的に成長力を高めていくのではなく、経費特に

人件費の削減により、内向きに短期的な収益の確保を図ってきた帰結であ

る。言い換えれば、企業が抱えきれなくなったリスクの多くが雇用者へと転

嫁された結果である、と捉えることができる。 

その中でも最も弱い立場にある若年層へのリスクの転嫁は、不安定な所

得・雇用状況を通じて、若年層における「結婚・出産のリスク」を著しく高

め、その結果、婚姻数と出生数の減少が加速することとなった。 

さらに、少子高齢化の進展に伴う人口減少・消費減という構造的な要因が

将来にわたるマーケットの縮小予想につながり、それがまた投資を抑制する

という悪循環も生じている。 

 

（２）「新しい資本主義」の考え方へ 

 

① こうした悪しき連鎖を断ち切り、日本経済全体のあり方を根本的に見直

す視点として、「新しい資本主義」という考え方が政府により掲げられてい

る。 

  「資本主義の問い直し」は、ダボス会議などの場を含め、近年、世界の一

大テーマになっている。これまでは株主へのリターンがより重視され、他方

で、顧客や従業員あるいは環境への配慮が必ずしも十分行われてこなかっ

た。 

これに対して、近年大きな見直しの声が上がり、例えば、米国の大企業経

営者でつくる「ビジネス・ラウンドテーブル」は 2019 年に株主中心主義を

脱して「ステークホルダー資本主義を目指す」との宣言を行った。従業員・
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顧客・株主そして環境という、４つの主なステークホルダー全てに資する形

の資本主義を目指す、という考え方は各方面に大きな影響を与えることとな

った。 

こうした流れをベースとして、わが国においては、「新しい資本主義」と

その重要な要素として「人への投資」という考え方が、政府により掲げられ

ている。 

 

② その「人への投資」の具体的な仕組みを考える際の一つの手がかりは、欧

州における「積極的労働市場政策」の視点である。同モデルでは、自由競争

に基づく企業の参入・退出（新陳代謝）はこれを促しつつ、雇用者の再教育

訓練と再雇用支援に政策の大きなウェイトを置いている。 

わが国においても、こうした視点に立ち、「人への投資」6として、IT人材

育成、人材の円滑な産業間移動などに今後３年間で約 4,000億円の施策パッ

ケージを実行する方針が示されたことは、「新しい資本主義」の実現に向け

た大きな一歩であり、重要な意義を有している。 

 

（３）結婚支援という「人への投資」 

 

① グローバルなリスクの増大に対して、企業については累次にわたり、税制

措置（法人税減税、設備投資減税等）や金融緩和などにより、リスクの軽減

が図られてきた。他方、企業の倒産や経営悪化や雇用の不安定化に伴い個人

が直面するリスクの増大については、経済・社会・雇用全般にわたる枠組み

の中で、広くそのリスクカバーするための、生活保障・雇用保障の仕組みは、

未だ十分整えられていない。その結果、若者の「結婚・出産のリスク」も取

り残されたままである。 

  そうした中、政府においては、正規雇用拡大・賃上げに向けた取り組み、

最低賃金の引上げ、さらには同一労働同一賃金の導入などの取り組みを進

                                                      

6 人への投資を抜本的に強化するための３年間で、4,000 億円の施策パッケージ 
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め、また先に述べたとおり、再教育・再雇用や業種間移動支援を含む、雇用

におけるリスク回避の重要な方策として、「人への投資」政策が講じられた。 

  こうした雇用と賃金に関する政策のあり方は、少子化を克服する上で、極

めて重要な意義を有している。 

 

② また、若い世代にとって雇用と並ぶ最も重要な人生のステージは結婚で

ある。雇用のための人的投資とともに、結婚（家族形成）のための支援を「人

への投資」の両輪として、若者を支える仕組みを作ることは、「これまでの

資本主義」を脱却する重要な第一歩となる。 

  多くの若者が置かれてきた不安定な所得・雇用環境が結婚への高いハー

ドルとなり、それが非婚化や少子化をもたらしている状況を直視し、これを

是正する仕組みを経済社会の中に組み込み、必要な分配を図っていくこと

こそ、「新しい資本主義」の中核をなすべき取り組みである。 

 

③ 「結婚したい」「子供を持ちたい」という国民の切なる希望を阻害する要

素を取り除くことはまさに「人への投資」であり、家族形成へ向かう若者世

代への「分配」でもある。また、わが国の構造的な問題である人口減少によ

る消費の縮減、ひいてはマーケットの縮小にも歯止めをかけ、企業のマイン

ドを変える「成長戦略」でもある。 

 

④ また、持続可能な社会を形成することは「新しい資本主義」の主要なテー

マの一つであるが、日本は人口動態の観点から見る限り「持続可能な社会」

ではない。そのことを明確に認識し、何より国民の幸せへの希望を実現する

ために、我々は若者に対する結婚支援の抜本的な拡充をすべき時に来てい

る。 
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５．緊急に講ずべき少子化対策～結婚・出産支援等少子化対策総合

パッケージ～ 

 

 これまで述べてきた諸点、すなわち 

（イ）コロナ禍の下で、出生数や婚姻数が急速に減少しつつあり、これに対し

て早急に対策を講ずる必要があること 

（ロ）特に、少子化の主要因の一つである結婚については、これまで必ずしも

十分な支援措置が講じられていないこと 

結婚等への支援は「新しい資本主義」の視点に立つ「人への投資」の両

輪（雇用と結婚等）の一つと位置付けられること 

（ハ）困難な状況下で誕生した子供への祝福と支援の充実を図る必要がある

こと 

 

を踏まえ、危機突破のために緊急に講ずべき少子化対策として、当面、結婚・

出産を中心に、以下の「結婚・出産等少子化対策総合パッケージ」を講ずるべ

きである。 

 

（１）婚姻数をコロナ前に戻すための緊急支援の必要性 

 

コロナ禍において大きく減少した婚姻数をコロナ前のトレンドまで回復さ

せることが、まず喫緊の課題である。そのためには、コロナ禍における婚姻数

減少の要因（出会いの減少等が指摘されている）を分析した上で、的確な政策

を講じる必要がある。 

その際、新型コロナの影響が緩和するとともに婚姻数が自然に回復するこ

とも考えられるものの、夫婦が理想とする子供の数を実現しない理由の一つ

が未婚化・晩婚化であることを考えると、回復のスピードは速いほど望ましい。

このことも念頭に、十分な対応を迅速に行うべきである。 
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（２）進化させるべき出会いサポート 

 

地方を中心に、出会いの機会自体が大きく減少している事実を直視する必

要がある。 

また、かつては結婚に向けた社会的システムであった「お見合い」「社内結

婚」の社会的機能も最近では失われている。 

こうした社会的機能を補うため、AI を活用した出会いの機会の創出支援、

自治体間で連携した広域的結婚支援の推進、結婚支援相談員等の育成、民間事

業者との連携・参入促進をはじめ、これまで以上に積極的な結婚支援策に取り

組むべきである。その際、取り残される若者がないように都市・地域など地域

の特性に応じた支援を進めるとともに、少子化対策における結婚支援の重要

性を地方とも共有し、全国的な推進を図るべきである。 

また、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくりを進め、結婚するカッ

プルを社会が温かく迎える機運醸成を図るほか、若者が自身の様々なライフ

イベントについて考える機会を提供する、「ライフプランニング支援」等も進

めるべきである。 

併せて、地域における様々な結婚支援の取組を拡大・強化していくことが必

要であり、国と地方自治体との連携及び国から地方自治体への支援をさらに

強化していくべきである。 

 

（３）地域における新たな女性雇用の創出 

 

先に述べたとおり、若い女性の地方から都会への転出が急速に進み、地方で

は若い女性が減少していく傾向が強まっている。こうした若者の転出に伴う

未婚者の偏在が非婚化・晩婚化を加速する大きな要因となっている。この流れ

に歯止めをかけるため、若い女性が能力を発揮し魅力を感じることができる、

地方での雇用の創出に向けて、具体的な取り組みを進めるべきである。 

例えば、デジタル化を通じて女性が参入しやすい第一次産業や中小企業を

育成すること、女性の起業を支援する自治体の政策を後押しすること、更には、
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女性が能力を発揮して活躍しやすい環境となるよう、「男性は責任ある仕事を

すべき、女性は補助的な仕事をすべき」といった固定的な性別役割分担意識の

改革などにも取り組む必要がある。 

 

（４）コロナ禍における子育て世帯・妊産婦支援 

 

コロナ禍における子育て世帯支援策として、これまで子育て世帯への臨時

特別給付（18歳以下への 10万円相当の給付）や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（児童一人当たり５万円）などの支援が累次に

わたって行われてきた。 

また、妊産婦の方々にはコロナ禍により感染予防や行動制限など多大な負

担がかかっている中、これまで妊産婦総合対策事業などを講じてきたところ

である。 

困難な状況下で新たに生まれてくる子供の健やかな成長に向けて、社会と

して祝福をもって迎え、手を差し伸べるべきとの観点から、コロナ禍における

子育て世帯・妊産婦に対する更なる支援策を検討・実施すべきである。また、

今後、子育て世帯に対する給付金が措置される場合には、まだ子供が生まれて

いない妊婦に対しても支援が行き届くよう、令和４年に出産し収入要件を満

たす子育て世帯に対しても、給付金が支給されるようにすべきである。 

 

（５）３年間の集中取組期間の設定 

 

すでに述べたように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、取組を推進するとしている少子化社会対策大綱の見直し

時期まであと３年である。 

しかしながら、この３年の間には、コロナ禍による婚姻数の減少に伴い、出

生数の減少が加速することが予測され、事態はより厳しい状況へと追い込ま

れている。これに歯止めをかけ、少なくとも出生数の反転を見通せるレベルに

状況を押しとどめるためには、この３年間を「集中取組期間」として、これま
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で十分には手当されてこなかった「結婚・出産支援」という新たなステージを

設け、安定した財源の確保を図りつつ、取り組みを講ずるべきである。 

 

もとより結婚は個人の自由な意思決定に基づくものであるが、若い世代の

約９割がいずれ結婚することを希望しながら、その希望がかなえられていな

い現状を変えていく必要がある。 

大きな時代の変化の中で、より高くなる結婚へのハードルを前に立ちすく

む若者に対して、より踏み込んだ本格的な支援施策を講ずることにより、若者

に、人生を進んでいくことへの支援のメッセージを送る意義は極めて大きい。 
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６．抜本的・総合的な少子化対策～大胆な所得再分配による結婚・

妊娠・出産・子育ての希望実現～ 

 

 これまで述べてきたとおり、コロナ禍による結婚数や出生数の急減に即応

して歯止めをかけるため、少子化の主要因の一つでありながら、これまで必ず

しも十分な対応がなされてこなかった結婚と出産について緊急提言を行った。 

 

ただし、当然のことながら、子育て支援等が少子化対策の必要条件であって

も十分条件ではないのと同様に、結婚・出産支援も必要条件ではあっても十分

条件ではない。出会い－結婚－妊娠・出産－子育てへと連続するライフステー

ジの中で、いずれかのステージへの支援は、間接的に他のステージへの支援と

なり、いずれかのステージへの支援の欠如は、間接的に他のステージへのマイ

ナス要因となっていく。 

こうした各ライフステージに応じた施策とその連関や相乗効果を念頭に置

き、令和の時代にふさわしい総合的な少子化対策を「国民の希望の実現」の視

点から、安定的な財源確保を通じて、早急にかつ着実に進めるべきである。 

 

（１）結婚支援の拡大 

 

結婚に対する経済支援として、平成 27年度に「結婚新生活支援事業」が導

入されている。これは自治体の結婚支援事業に対し国が補助金を交付する仕

組みであるが、給付条件の制約や自治体の財政負担の問題もあるため、これま

で十分に活用されるに至っていない。 

他方、若者が結婚をためらう理由として「結婚資金の不足」は常に上位を占

めている。支援制度へのニーズがあるにもかかわらず、制度が活用されないと

いうギャップが存在しており、そのギャップを早急に埋める必要がある。実態

に即して若者のニーズをしっかりと把握したうえで、給付条件や自治体への

補助率を抜本的に見直し、本制度の実効性を量的にも質的にも高め、現行の結

婚支援新生活支援事業を抜本的に拡充すべきである。 
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また、若者の地方からの流出に加え、かつては結婚に向けた社会システムで

あった「お見合い」や「社内結婚」の社会的機能が最近は失われてきているた

め、これらの機能を補うための施策が極めて重要である（P.20参照）。 

 

（２）妊娠・出産支援 

 

① 2019 年の平均初婚年齢は、男性が 31.2 歳、女性が 29.6 歳であり、1980

年と比べ、男性は 3.4歳、女性が 4.4歳上昇している。これに伴い、第一子

の平均出生年齢は、1980年に 26.07歳であったが、2019年には 30.22歳と

出産年齢が上昇している7。 

  理想の子供数を持たない主要因は、経済的理由であり、妊娠・出産段階か

らの経済的支援が重要である。 

  また、理想の子供数が１人である場合について、理想の子供数を持たない

理由をみると、「欲しいけれどもできないから」が 74％を占めている。 

   

② 出産に伴い、ベビーカーやベビーベッド、紙おむつ、ミルク、ベビーフー

ドや成長に合わせた乳児の衣類など乳児を育てるために必要な支出の経済

的負担は極めて大きい。このため「出産育児一時金」での対応をはじめとし

て、議論を進め、経済的負担を軽減すべきである。 

  また、出産時の負担軽減のため、無痛分娩の費用や身重な妊婦の定期健

診・出産時におけるタクシー利用等の移動に必要な支援も地域の実情に応

じて進めるべきである。 

 

③ 個人がライフプランを設計する上で、正確な情報を提供する支援が重要

である。このため、男女ともに性や妊娠に関する正しい知識の普及啓発を図

るとともに、健康管理を促す「プレコンセプションケア（検診・相談支援）」

の普及を図るべきである。 

                                                      

7 人口統計資料集（2021）（国立社会保障・人口問題研究所） 
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  また、安心して子供を産むことができるよう、地域産科体制整備の充実を

図るべきである。 

 

④ 出生数が少なくなるとともに、核家族化の中で、産前産後の母親への私的

な支えがぜい弱になっている。産後うつ対策をはじめ、産後ケア事業の充実

や子育て世代包括支援センター8の整備・充実など産前・産後のサポートの

充実等を図るべきである。 

 

⑤ 不妊治療の保険適用や仕事と不妊治療の両立（不育症への対応を含む。）

については、相当に取り組みが進んできている。引き続き、着実に施策を進

めるとともに、不断に充実に向けた検討を行うべきである。 

 

⑥ さらには、子供の誕生を全体で祝意をもって迎える社会の実現に向けて、

具体的な支援策の検討を進めるべきである。 

 

（３）仕事と子育ての両立 

 

① 女性の就業率が 80％に達しつつある中で、また、子育てや家事などにつ

いて家庭内で男性が一定の役割を果たすことが必要不可欠となっている現

状において、仕事と子育ての両立実現は、少子化を克服するための必要条件

である。 

 

② 育児休業期間中の収入の減少が育児休業の取得・継続の妨げの一つの要

因となっていることを踏まえ、育児休業の取得前と後で経済状況が変わら

                                                      

8 今通常国会に提出されている「児童福祉法等の一部を改正する法律案」による児童福祉法及び母子保

健法の改正により、市区町村において、現行の子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子育て世代包

括支援センター（母子保健）の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育

て世帯、子供の一体的に相談支援を行う機能を有する機関（こども家庭センター）の設置に努めるこ

ととしている。 
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ないよう、男女ともに実質手取り 10割となる水準を確保できるよう、育児

休業給付9について制度の在り方を他の制度との組み合わせも含め検討すべ

きである。 

 

③ 仕事と子育ての両立に取り組む企業への支援を引き続き強力に進めるべ

きである。 

  現行の政府において行われている支援について、数十万円の助成を最低

額とし、従業員数に応じて助成額を増額するなど、インセンティブが十分に

機能するように制度設計をすべきである。その際、中小企業への配慮を行う

とともに、大企業についても要件を厳格に定めた上で、支援の対象とすべき

である。 

 

④ 核家族化の中で、男性の家事・育児参加は必要不可欠であり、男性育休の

推進は重要な課題である。本年 10月から始まる産後パパ育休（男性の４週

間の育休制度）を始めとする制度を円滑かつ適切に進めるとともに、いわゆ

る「取るだけ育休」にならないよう、「パパママ教室」など出産前からの家

事・育児に関する男性向けの講習を充実すべきである。 

 

⑤ 仕事と子育ての両立を含む柔軟な働き方、職場での勤務時間にとらわれ

ない給与体系、勤務年数によらない昇進などの「働き方改革」により、適切

なワーク・ライフ・バランスを実現することは、少子化対策の必須条件であ

る。 

因みに、主要国の中で、日本男性の有償労働時間が最も長く、男女比をみ

ると、日本の男性は女性に比べて 1.7倍になっている10。 

また、夫の休日の家事・育児時間と第二子以降の出生割合をみると、家事・

育児時間がない夫については、第二子以降の出生割合が 10％であるのに対

                                                      

9 育児休業給付は、現在、育児休業開始から６か月の間は休業開始時の賃金の 67％、それ以降は 50％

の給付率となっている。 

10 男女共同参画白書令和 2 年版 
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し、６時間以上の場合は、87.1％まで増加する。 

また、非正規雇用のケースも含め、結婚や出産・子育てなどをきっかけに、

やむを得ず離職した女性が多くいる。また、子育てが一段落した後に、仕事

を重視した生活を望む方もいる。このような方々自身のライフプランの観点

からも、人口減少下における経済成長のためにも、このような人材が活躍で

きる環境を整備する必要がある。このため、就業継続の支援に加え、育休給

付制度の充実、復職制度の整備や中途採用の活用など結婚や出産・子育てを

機に離職したとしても、再度元のキャリアパスに戻る仕組みについて、制度

化なども含めて検討し、実施すべきである。 

 

⑥ これらのほか、新子育て安心プランに基づき待機児童を解消するととも

に、待機児童ゼロの状態を維持し、併せて、子ども・子育て支援の更なる「質

の向上」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。 

 

（４）地域による子育て支援 

 

① 核家族化に伴い、親元から離れて子育てをする方が多く、さらに都市化の

中で地縁による子育て支援が受けることが困難になっている。 

  さらに、日本は、フランスやスウェーデンと比べて育児時間が長く、特に

女性に負担が偏っている。 

 

② このような状況に対して、地域による子育て支援を一層充実させること

が必要である。特に、認定こども園・保育所、放課後児童クラブ等は、地域

に根差した子育て家庭に身近な施設であり、これらの施設において親の就

業形態・就業の有無にかかわらない多様な支援を受けられるようにするこ

とが必要である。 

  具体的には、これらの施設において、子育て家庭の交流や子育て相談支援、

一時預かりや病児保育、ファミリーサポートの申込み・マッチングなどの一

体提供を行っていく。 
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  さらに、ファミリーサポートは、ニーズ（利用会員）に対して、供給（援

助会員）が圧倒的に少なくなっており、援助会員への必要な処遇改善も含め、

充実策を検討・実施すべきである。 

 

③ また、祖父母世代の子育てへの参画は、支援を望む親世代にとっても貴重

な支えであり、希望に応じて三世代近居を実現するための支援策を充実・実

施すべきである。 

 

④ これらのほか、男性の家事・育児参画の促進のため、必要な家事・育児へ

の知識習得の機会の充実を行うべきである。 

 

⑤ さらに、そもそもの家事・育児負担を軽減させるため、訪問型の育児や家

事支援サービスの充実11について具体的な制度を検討し、早急に実現すべき

である。 

 

（５）多子世帯への支援 

 

①  男性の雇用形態・年収によって有配偶率に顕著な差が認められ、不安定

な所得や雇用環境が非婚化・晩婚化につながっていることは先に述べた通

りであるが、婚姻後についても世帯年収が子供の数の差を生んでいる。子

供がいる世帯の世帯収入を分析すると世帯収入が増加するに従い、一人っ

子の世帯が減少し、二人や三人以上の多子世帯が顕著に増加する。 

実際、二子以上の理想の子供数を持たない理由として「子育てや教育にお

金がかかりすぎる」ことが各種調査で主要因として挙げられている。 

これに対して、従来十分な経済的支援が行われてこなかったため、「子供

を持つ希望実現の格差」が生じている。 

                                                      

11 今通常国会に提出されている「児童福祉法等の一部を改正する法律案」による児童福祉法の改正に

より、要支援児童の保護者等を対象に、訪問による育児・家事支援等を行う「子育て世帯訪問支援事

業」を創設することとしている。 



29 

 

また、夫婦の完結出生児数が、徐々に低下し始めた一つの要因になってい

ると考えられる。 

 

② こうした状況の改善を図るため、中所得世帯までを中心に、子供が二人以

上いる家庭への経済的支援として、児童手当について、第二子については一

月当たり最大３万円、第三子以降については一月当たり最大６万円とする

など、抜本的に充実することを、財源確保と併せて検討すべきである。その

際、給付額については、財源が限られる中で世帯の所得に応じた段差を設け

ることとし、更なる財源を確保した上で、一層支援を充実することを検討し

ていくべきである。 

こうした現金給付は、子供のため必要な物・サービスを保護者が自由に市

場から選択できる点で優れていることを直視すべきである。 

  以上を含め、令和３年の児童手当法改正において、政府は、子ども・子育

て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与

する観点から、児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源

の在り方並びに（世帯合算の導入など）児童手当の支給要件の在り方につい

て検討を加えることとされており、その検討状況をよく見ていく。 

 

③ また、子供の格差の解消、すなわち子供の貧困対策の観点からも、こうし

た支援は重要である。OECD 加盟国のうち、子供の貧困率のデータがないコ

ロンビアを除く 37か国について、家族関係支出と子供の貧困率を分析する

と、家族関係支出を引き上げると子供の貧困率が下がるという関係にある12。 

  わが国については、家族関係支出の対 GDP比は 1.59％、OECD平均は 2.12％

であり、この関係を元に仮に OECD 平均まで家族関係支出を引き上げれば、

子供の貧困率は 2018年の 13.5％から 11.2（▲2.3）～12.9％（▲0.6）まで

引き下がることになる。これは、18歳未満のうち、11～42万人が貧困線を

                                                      

12 厚生労働省資料。なお、子供の貧困率を目的変数（Y、％）、家族関係支出を説明変数（x）とする

と、Y=-4.366x+22.168（R2=0.4047）という関係が示されている。 
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脱出できることを示している13。 

なお、OECD平均と家族関係支出を比べると、現物給付の割合は OECD平均

が 0.95％でありわが国は 0.93％と概ね近い水準に達しているのに対し、現

金給付の割合は OECD平均が 1.16％であるのに対し、わが国は 0.65％と大き

く開いていることは、特に格差是正の観点からは重視すべき課題である。ま

た、現金給付は、子供に必要なものを親が自由に選べるようにすべきである

との発想に基づくものであることは付言しておく。 

 

④ 二子以上、特に三子以上の多子世帯について、理想の子供数を持たない理

由が「子育てや教育にお金がかかりすぎる」ことが主要因であることに鑑み

れば、子供の数に応じた教育負担の軽減を進めることが必要である。 

このため、大学生や短期大学生等を対象とする高等教育の修学支援新制

度について、実施状況も踏まえ、財源確保と併せて、特に負担軽減の必要性

の高い三子以上の多子世帯について更に配慮する仕組みを検討すべきであ

る。 

また、現在、わが党の教育・人材力強化調査会において、中間所得層のさ

らなる負担軽減を進めるべく、日本版 HECS制度の検討が進められていると

ころであり、その検討結果を踏まえ、教育費の負担が子どもを持つ障壁とな

らないような施策を推進するべきである。 

 

⑤ さらに、都市部を中心に、住宅の物理的制約が、子供の数の制約になって

いる。このため、多子世帯について住宅の支援を充実させるべきである。 

 

（６）各ライフステージに応じた少子化対策を支える環境整備 

 

① 上述の（１）～（５）について、どのように制度を整備したとしても、当

                                                      

13 前脚注の式を元に子供数を 1,810 万人（2020 年 10 月時点）として試算しているが、OECD 平均の

家族関係支出を代入したケースとOECD平均とわが国の家族関係支出の差分を代入したケースの違

いにより、幅が生じている。 
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事者が制度を利用でき、自らの結婚、妊娠・出産が積極的に支えられている

と実感できる環境整備がなければ、画餅に帰すことになってしまう。 

このため、交通、文化施設・文化体験における子供数に応じた子供料金の

適切な設定の検討など、単なる啓発活動を超えて子育て家庭が実感できる支

援を含め、子供の命が大事にされ祝福される社会づくりを進める必要がある。 

 

② また、少子化が進む中で、人生の中で乳幼児とのふれあいの機会自体が少

なくなっている。学校等での乳幼児とのふれあい体験など実際の体験を通

じ、子供を持つことを実感し命の尊さや子供を持つことについてのイメー

ジ、喜びが感じられる「ライフプランニング支援」が必要である。 

 

③ さらに、制度や施設を充実した際には、実際の利用者に必要な情報が伝わ

り、利用されることが重要である。このため、デジタル技術を活用し、プッ

シュ型の情報提供を積極的に進めていくことも重要である。 

 

④ これまで述べてきた少子化対策は、都市・地域などによって強化すべき点

はそれぞれ異なる可能性がある。このため、成功事例の分析・横展開も含め、

様々な地域の実情に応じたきめ細かな少子化対策を推進することも重要で

ある。 
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７．抜本的な少子化対策のための財源確保の方向性 

 

（１）当調査会の提言におけるこれまでの整理 

 

 「総合的かつ抜本的な少子化対策に向けて」（令和３年５月 25日）「３．財

源の確保の方向性（社会連帯による財源確保）」においては、以下のとおり整

理している。 

 

これまで、少子化対策に要する経費については、「社会保障と税の一体改

革」において、消費税収の使途として明確化した上で、税率の段階的な引

上げにより待機児童対策や幼児教育・保育の無償化等に必要な財源を確保

するなど、将来世代への責任を果たすべく、今の世代が負担を分かち合う

取組を進めてきた。引き続き、残された課題である子ども・子育て支援の

「質の向上」を含め、適切に財源を確保していく必要がある。 

そのうえで、（中略）少子化対策のための更なる新たな措置14を実施する

にあたっては、依然としてわが国は世界第三位の経済力を有していること、

家計・企業を通じて 3200 兆円を超える金融資産を保有していること、他

方で、わが国の財政が、コロナ禍の影響等もあり、一層厳しい状況に陥っ

ていること、等を踏まえ、引き続き、将来世代に負担を先送りせずに必要

な財源を確保することが、今の世代の当然の責任である。 

その際、少子化対策は、経済の活力維持、社会保障の持続可能性確保な

ど国家運営の基盤に関わる極めて重要な意義を持つものであることから、

その推進に要する費用を、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、

公平な立場で、広く負担していく視点が必要不可欠である。 

このため、消費税を活用した取組は今後とも重要ではあるが、少子化対

策をより迅速、幅広そして着実に進める観点からは、既存の税制の見直し

                                                      

14 「総合的かつ抜本的な少子化対策に向けて」（令和３年５月 25日）「２．抜本的な少子化対策に向け

て特に充実が求められる重点施策」参照。 
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とともに、安定的な財源を確保する新たな枠組みの検討も喫緊の課題であ

る。 

検討にあたっては、団塊の世代が 75 歳に達する一方、新型コロナ感染

症の影響も重なり少子化・人口減少が一層加速している状況において、少

子化対策の推進が活力ある高齢社会の維持発展に不可欠であるとの認識

のもと、趣旨・目的を明確にした上で、少子化対策によって裨益する皆が

そのために負担・拠出する枠組みなど、国民全体の意識、理解、共感を高

め、結果として社会がより強固に連帯できることが重要である。 

上記のような視点に立って、具体的な枠組みについて、歳出面の検討と

あわせて、今後、精力的に検討を行い、必要な安定的財源の確保を図るべ

きである。なお、少子化対策への取組が遅れることのないよう、今後早急

に安定的財源の確保に向けた精力的な検討を進めるとともに、その検討の

進捗等を踏まえつつ、必要に応じ、一時的な財源についても、多様な角度

から検討を進めることが重要である。 

 

（２）その後の対応 

 

  当調査会の提言を受けて、「経済財政運営と改革の基本方針 2021 につい

て」（令和３年６月 18日閣議決定）においては、少子化の克服、子供を産み

育てやすい社会の実現について、「将来の子供たちに負担を先送りすること

のないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、

有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく。安定的な

財源の確保にあたっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公

平な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討する。」とされた。 

  更に、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」（令和３

年 12月 21日 閣議決定）においても、「こども政策を強力に進めるために必

要な安定財源の確保について、政府を挙げて、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、確保に努めてい

く。その際には、こどもに負担を先送りすることのないよう、応能負担や歳
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入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏ま

え、速やかに必要な支援策を講じていく。安定的な財源の確保にあたっては、

企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担して

いく新たな枠組みについても検討する。」とされたところである。 

 こうした方針を踏まえ、更に検討を進め、必要な安定的財源の確保を図

るべきである。  
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８．おわりに 

 

今回の提言は、コロナ禍で急速に悪化する少子化のすう勢を反転させる

ために、緊急に取り組むべき結婚支援及び出産支援とともに、今後実現す

べき抜本的な少子化対策について提言を行うものである。 

 

構造的な少子化の進行に立ち向かうためには、抜本的・総合的な少子化

対策が不可欠である。そして、抜本的な少子化対策やその財源の確保は、

国民の理解を得て実施すべきものである。 

党においては、既に、昨年の衆議院選挙の公約に「少子化問題解消のた

めに、子育てへの不安にこたえる抜本的な政策を。」を掲げ、多くの国民の

皆様からの御支持をいただいた。本年夏には参議院議員の任期を迎えるこ

とから、選挙公約で抜本的な少子化対策を具体的に掲げ、その実施に必要

な国民の理解を得るべきである。 

 

今後、本提言を元に党と政府（内閣府、厚生労働省、財務省等15）で実施

に向けた議論を進めていくとともに、調査会においてこれまで行ってきた

提言をさらに深化させ、政府を交え抜本的な少子化対策の具体化を一層進

めていく。 

 

（以 上） 

 

                                                      

15 法案が成立すれば、令和５年に設置予定の「こども家庭庁」または内閣官房（こども家庭庁設置法

案等準備室を想定）を含む。 


