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少子化対策はなぜ効果をあげられないのか
−問題の検証と今後の展望−
大泉 博子

元衆議院議員／元厚生省児童家庭局企画課長
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1．解決の糸口を見出せない少子化問題
私は厚生労働省（旧厚生省）に 30 年間勤務し、社会保障す
べての問題を担当した。特に少子化問題に取り組み、90 年代
に児童家庭局の 3 つの課で課長を務めた。同じ局で 3 つの課
長を務めることなどほとんどないが、これは決して誇らしいこ
とではない。「児童家庭局は女の仕事」という考えが厚生省内

5．混乱した子ども手当て法

に根強く、実はこのことが、少子化が深刻な問題として受け止

6．政治家も官僚も出生率低下を読み違え

められなかった要因でもある。

7．短絡的な女性活用論
8．少子化問題が「女子労働の改善」に偏る
9．各国の少子化予算と出生率の推移
10．各国の少子化対策
11．提言

私は「少子化」という言葉が
誕生した 1990 年代に政策の策
定に携わっていたので、元祖少
子化担当官と言えるかもしれ
ない。それゆえ、今も少子化問
題解決を政治信条としている。
なぜ、少子化問題が未だに解

決の糸口を見いだせないのか。最初の担当者として、原因をお話ししたい。
「少子化対策は主に厚生省が担当する」と政府内で決まった 1990 年代、省で
はもう一つの大きなテーマを抱えていた。
「介護保険の創設」である。この二大テー
マが一度に与えられたが、厚生省はこれに同時に取り組むのではなく、
「介護重視」
を選択したのである。
介護の分野では 2000 年に介護保険法が施行され、今では 9 兆円産業にまで拡
大している。予算を比較しても、少子化対策（国際的には家族手当政策）は介護
の十分の一である。少子化対策は真正面から取り扱われることなく、常に後回し
となり、介護の陰に隠れてしまったわけである。
もう一つの原因は、「女子供の仕事は女がやればいい」という認識を政府も厚
生省も持っていたことである。これが大きな足かせになった。当時は政治家も少
子化問題に無関心だったと言っていい。
今日ようやく少子化に目が向けられるようになったが、政府と官僚の中には少
子化問題を軽視する雰囲気が依然として残っている。なぜなら、20 年前（1994
年）に作成した資料と現在の資料、そして予算もほとんど変わっていないのであ
る。これを早急に変えなければならない。
安倍政権は「デフレ脱却、経済再生」を訴えるが、経済政策で最も重視すべき
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選。主な著書に『インドから考え
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は「人口政策」である。2010 年に刊行
されベストセラーになった藻谷浩介氏の
『デフレの正体』（角川新書）でも指摘さ
れているが、子供が増えれば消費も促進
されるはずである。ところが現在の人口
構造では、そもそも結婚自体が少ない。
経済政策を進めていくためには少子化対
策、さらに言えば人口政策に取り組んで
いくことが本質的解決策なのである。

2．日本の人口の推移
最初に、日本の人口の推移を確認して
おきたい。「日本の人口推移と将来推計
人口」（図 1）をみると、明治維新直後の
1872 年の総人口は 3400 万人であった。
それが 1912 年（大正元年）には 5000
万人に増加。さらに 1967 年に初めて 1
億人を越え、翌年には GNP 世界第二位
の経済大国となった。
しかし、2008 年の 1 億 2808 万人を
頂点に人口減少に転じ、2050 年には 1
億人を下回ると予測されている。生産年
齢人口（15 ～ 64 歳）は 1995 年以降減
少が続いている。
「出生数および合計特殊出生率の年次
推移」（図 2）では、出生数が最も多いの
は第一次ベビーブームと呼ばれる団塊の
世代が生まれた 1947 ～ 49 年。この 3
年間は狭義の団塊の世代と言われ、毎年
270 万人が生まれた。広義の団塊の世代
は 47 年から 52 年で、毎年 200 万人が誕生している。

には至っていない。

さらに 1971 ～ 74 年の団塊ジュニアの世代が第二次

3．「人口政策」ではなく「少子化対策」に

ベビーブームとなった。ただし、最も多い 73 年でも
210 万人なので、第一次ブームに比べると規模は小

少子化対策の歴史に言及する前に、もう一つ指摘

さい。

しておかなければならない問題がある。太平洋戦争

一方、合計特殊出生率に関しては 2012 年に 1.41、

開戦の 1941 年、人口政策に関する閣議決定がなさ

2014 年では 1.42 と発表されている。数字上は回復

れた。いわゆる「生めよ

傾向にあるように見えるが、そうではない。合計特

しかし戦後、これが長くタブーになった。このことも、

殊出生率は 15 ～ 49 歳の女性の平均出生率から算出

後の少子化対策を遅らせる一因になったと言える。

される。つまり、この年代の女性が減少し、分母が

1947 年、日本国憲法が施行された同じ年に児童福

小さくなった。そのため若干高い値が出たに過ぎな

祉法が成立した。憲法で定められた生存権を具体化

い。2012 年の新生児は 100 万 3000 人で、100 万

するために、一連の福祉法の中で最初に制定された

人割れ寸前だった。今年（2015 年）は若干回復する

法律である。現在の法律は「児童の自立支援」が基

可能性もあるが、出生率の低迷を根本的に改善する
少子化対策はなぜ効果をあげられないのか

増やせよ」閣議決定である。

本理念だが、当時は「児童の保護」が中心であった。
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同じ年、児童を含む家庭の保護を進める意味で、児

4．「少子化」イコール「保育所対策」に

童局が児童家庭局に改編された。
さらに翌 1948 年には優生保護法が成立した。こ

政府あげての少子化対策は 1994 年のエンゼルプ

の背景には優生思想があった。これが少子化と何の

ランからである。私は児童家庭局の課長として策定

関係があるか。この法律により堕胎が合法化された

に携わった。最初に担当したのは厚生省、労働省、

のである。「経済的理由で堕胎ができる」という条文

文部省、建設省だけで、しかも議論の中身は大半が

が入ったことで、ベビーブームの後に出生率が落ち

保育の問題だった。

た一因となっている。堕胎を希望するのは主に既婚

各省とも保育以外には関心を持っていなかったと

の女性で、「子供は 3、4 人いるので、これ以上は要

言わざるを得ない。建設省が加わったのは児童公園

らない」という人が少なくなかった。家族の形が「父

の整備が関わっていたからである。また労働省は女

母と子供 2 人」に定着したのも、優生保護法の影響

子労働の改善に関わっていた。文部省も熱意があっ

があったと言える。

たとは言い難い。ただ、少子化対策として唯一取り

その後も様々な福祉法が生まれた。その中で、最

組んだのがゆとり教育であった。

後の最後に登場したのが 1971 年の児童手当法であ

そのため、エンゼルプランは事実上「保育プラン」

る。欧州では当たり前とされたが、日本では必要視

となった。この考えは 20 年経過した今でもほとんど

されにくい法律だった。一昔前まで、「日本は人口が

変わっていない。発表される政策の文章・大綱もほ

多すぎるのに、なぜ生まれた子供にお金を出さなけ

とんど当時のままである。つまり、「少子化」イコー

ればならないのか」という議論が厚生省内でもあっ

ル「保育所対策」という意識が依然として行政に深

たほどで、なかなか意見の一致ができなかった。最

く蔓延しているというわけである。

終的には「貧しい家庭にはお金を出すべきだ」とい

しかも 1990 年代はバブル崩壊で税収が減少し、

うことでまとまった。ただ、当時は第三子以降にし

政府としても少子化対策に予算が組める状況ではな

か給付しなかったが、施行後も給付の是非の議論は

かった。ただ、予算がないとプランにもならないので、

根強く続いた。

特別会計を使った。医療保険や年金保険には特別会

1989 年には合計特殊出生率が過去最低の 1.57 ま

計が使われているが、この中には事業主負担が含ま

で落ち込む。いわゆる「1.57 ショック」である。そ

れ、その一部を児童手当の給付に当てていた。「特別

れ以前の合計特殊出生率の最低記録は「丙午（ひの

会計なら政府の負担にもならない」という次元でし

え う ま ）」 に あ た る 1966 年 の 1.58 だ っ た。 当 時、

か、児童手当は扱われなかった。エンゼルプランの

こんなことは二度と起こらないと言われていたが、

財源もこの特別会計である。

それをさらに下回る過去最低水準に落ち込んでし

エンゼルプランの策定を受けて、1995 年には厚生

まったのである。さすがに政府も放置できず、総理

白書が初めて少子化をテーマに取り上げた。

府内に各省連絡会議ができた。ただし、予算は一銭

「子供を持つ夢」と謳った白書はとても評判がよ

もつくことはなかった。

かった。政府が作る白書で「夢」という言葉が使わ

そして 1992 年、国民生活白書の中に経済企画庁

れることなどほとんどない。戦後しばらくは一人の

が造語した「少子化」が登場する。そもそも、なぜ

学者が白書を作成していた。ここ 30 年は各課に少し

「少子化」という言葉にしたのか。当時は男女平等論

ずつ分担させ、集まったものをまとめている。その

が叫ばれている時期である。本当は「人口政策」と

ため味気ないものになってしまうことは否めない。

いう言葉を使いたかったが、使える雰囲気ではなかっ

しかし、95 年の白書は「夢」という言葉を掲げ、

た。苦肉の策で出てきたのが「少子化」だったので

多くの人を引きつけた。なぜ、「夢」という言葉が出

ある。実際、92 年以前の辞書には「少子化」という

てきたのか。児童福祉法は子供の保護を目的として

言葉は出ていない。

きた。従来、日本では子供は生産財だった。子供は

少子化対策として、労働省では育児介護休業法が

生産力になり、老後は子供が面倒をみてくれる。「夢」

制定された。労働省は戦後いち早く女性を採用して

という言葉を使ったのは、その考え方を根本から変

きた唯一の省で、この問題にも対応が早かった。

えるためだった。「社会保障制度が整ってきた現代、
子供を持つのは贅沢財です…」。この白書が日本社会

3

2016.2.22

|

平和政策研究所

定こども園」の導入により、長年の懸案だった幼保

における転機になったと言っても過言ではない。
また、1997 年に児童福祉法が 50 年ぶりに改正さ

一体化を実現することにあった。しかし実際には、

れた。「子供の保護」という理念から、「自立支援」

幼稚園、保育園ともそのままの形態で運営を継続し

に転換したのである。

たいという声が多く、当初の予想ほど移行申請は行
われなかった。関連三法の中身も率直に言ってお粗

さらに、2001 年の省庁再編により内閣府に権限が

末と言わざるを得ない内容であった。

集められた。2003 年には内閣府が少子化対策基本法
を作成する。これはプログラム法で予算はつかず、5

6．政治家も官僚も出生率低下を読み違え

年ごとに大綱を作るという方向性を示しただけであ
る。3 番目の大綱は 2014 年に発表されたが、中身は

少子化の議論を整理しておきたい。

エンゼルプランとほとんど変わっていない。

1990 年代に出てきたのが、女性の社会進出否定論
である。「女性が社会に進出するから子供を生まなく

5．混乱した子ども手当て法

なる」というもので、昭和 30 年代の女子大生亡国論
に似ていた。実は当時の厚生省でも同様の声が上がっ

2010 年、民主党が政権についた翌年に子ども手

ていた。

当て法が立法された。公約では子供一人当たり毎月
2 万 6000 円を支給する。財源は事業仕分けで 16 兆

90 年代後半には「第三次ベビーブーム到来論」も

8000 億円の無駄遣いを掘り起こし、それを充てる計

挙がっていた。誰が何の根拠で言い出したかはとも

画だった。しかし実際は 3000 億円しか見つからな

かく、「現在の出生率の低下は、第三次の波が来るま

かったために、予算はつかなかったのである。

でのこと」という専門家の話を、霞が関は素直に受
け入れてしまったのである。

そこで、とりあえず半額の 1 万 3000 円を支給す

本来は年金制度構築のためにも、合計特殊出生率

ることとし、予算の確保を先送りにしたのである。
ところがその矢先に東日本大震災が起こった。「増税

の低下をもっと詳細に分析すべきであった。平均寿

するしかない」と混乱していた時、所得制限のない

命の伸びがどのように影響するかについても、極め

子ども手当てに自民・公明党が強く反対した。

て楽観的に捉えていた。そこに合理的な理由は一切
なかったと言ってよい。

2012 年、所得制限のないヨーロッパ流の子ども
手当は難しくなり、所得制限が設けられた。「所得制

2000 年以降、予想を上回る平均寿命の伸びと合計

限のない子ども手当」を実現できなかった直接的要

特殊出生率低下に直面し、2004 年の年金法改正の際

因は東日本大震災だったが、元々予算上は実施が極

に給付額が大幅に減少する。かつては月に 30 万円が

めて困難な案だった。子ども手当て法を立法する際、

給付されても珍しくはなかったが、現状は高額でも

私は「金銭給付は無理です」と進言したが、民主党

月 20 万円。近い将来にはさらに減少する可能性があ

幹部は耳を貸してくれなかった。

る。政治家も官僚も長年にわたって、合計特殊出生率・

もう一つ、所得制限のない子ども手当が実現でき

平均寿命の状況を読み間違えたと言わざるを得ない。

なかった理由として、社会構造の違いも挙げること

実は年金法が成立する直前、合計特殊出生率がわ

ができる。ヨーロッパは若い時から職能給を受け取

ずかに上昇しているという情報があった。しかし、

るため、勤続年数が長くなるほど増えるという給与

法律が成立するまでその事実が伏せられたのである。

システムではない。日本は逆に、年を取るほど給料

合計特殊出生率や平均寿命をどう分析するかによっ

が上がる年功序列賃金体系である。日本の構造であ

て、制度設計が決まってくる。担当する官僚は、ま

れば、子供が就学する頃には多額の給与を受け取る

さに 1 億 2700 万人のための設計図作成という重大

ことができるので、児童手当が切実に求められると

な責任を担うことになる。

いうほどではない。しかし、ヨーロッパでは緩やか

次に金銭給付論について述べておきたい。これも

なアップでしかないため、子育て期に手当が必要に

一時期流行したが、第三子を出生した家庭に数十万

なるという違いがあった。

円の祝い金を出す制度である。菅直人氏が厚生相だっ

2012 年には、やはり民主党政権下で「子ども・子

た時、八丈島で採用していた施策を視察し、「第三子

育て関連三法」が成立した。ただし、ほとんどプロ

の出生に対して 100 万円の祝い金を出す法律」の作

グラム規定で指針を示したに過ぎない。目的は「認

成の指示を受けた。しかし、国家規模で導入するに

少子化対策はなぜ効果をあげられないのか
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視されてきたのが「加齢と妊娠率」の関係である。

は予算上不可能ですと説明させていただいた。

加齢とともに生殖機能が低下していくことについて、

その他、出会い機会提供論というお見合い政策な

日本では間違った認識をしている女性が実に多い。

どもあった。予算はさほどかからなかったが、結局
失敗に終わった。子育て環境論、つまり良い環境を

ある調査によると「生理がある間は子供が生まれ

提供すれば出生数が増えるという議論は現在も続い

る」と考えている女性が、イギリスやフランスでは 1

ている。

割未満であるのに対して、日本では実に 8 割を超え
ている。この認識の誤りが少なからず少子化促進の

7．短絡的な女性活用論

一因になっている。ところが日本では、この問題が
タブー視され、議論にさえ上らない。妊娠率は 22 歳

2000 年代には若者の非正規雇用問題が浮上する。
非正規雇用と婚姻率は反比例の関係にあり、特に男

をピークに低下していく。30 歳を超えると急激に下

性の場合、正規・非正規の間で有配偶率の差が大きい。

がり、30 代後半では 3 割の女性は妊娠できないとい

中でも 35 ～ 39 歳層では正規雇用労働者の有配偶率

う。では男性はどうか。アメリカの研究では、高齢

は約 7 割であるのに対して、非正規雇用労働者は約

の男性と若い女性の間で生まれた子供は精神疾患に

3 割にとどまっている。現在も、正規雇用を増やすこ

かかりやすいというデータもある。
間違いなく言えることは、人間にも生物的適齢期

とが最優先課題だと指摘される。

があり、出産の適齢期は 20 代だということである。

最近は女性活用論などが盛んである。ただ、安倍

こうした事実をもっと PR していくべきだろう。

首相の女性活用論には疑問を感じる。例えば霞が関
のキャリア人事では、単純に女性の採用を増やすと

8．少子化問題が「女子労働の改善」に偏る

いう短絡的な雰囲気がある。
何でも “象徴的に” 女性を活用するというのでは

政策官庁・厚生省のボトルネックを再度列挙する

なく、麓にいる多くの女性の底上げのほうがはるか

と、「介護保険が優先された」「女・子供の仕事とし

に重要である。中小企業の事務職、保育士、介護職、

て軽視された」。加えて「厚生省と労働省が一緒になっ

製造業に携わる女性など、彼女たちを底上げしてこ

た」ことがある。

そ出生率アップにも結びつく。政治家、大臣になっ

私は厚生省の立場で、医療や福祉、子供の視点か

た女性が業績を残して、後輩の女性たちを引き上げ

ら行政に携わってきた。しかし、労働省は女子労働

たという話は、残念ながらほとんど聞いたことがな

という視点で少子化問題を扱おうとしている。「子供

い。

の健全育成」という福祉の視点では「保育所に入れっ

この他、社会保障改革の議論も繰り返し行われて

ぱなし」という発想は出てこない。例えば「24 時間

きた。社会保障は若い世代から高齢の世代にお金を

保育所」の発想は女子労働の視点から出てきたもの

渡すという仕組みだが、これを廃止するという議論

である。

である。スウェーデンではエーデル改革によって、

女性職員が少なく「少子化は女子供の話なので女

社会保障をすべて積み立て方式にすることで世代間

性にやらせよう」と考えている厚生省と、女性職員

の負担の公平を実現させた。人口 950 万人という規

が比較的多い労働省が省庁再編で統合された結果、

模の国だからこそ実現できた政策で、現状に合わせ

局長には全て労働省出身者が就任した。だから、少

ながら適時変更し、運営している。

子化問題は「女子労働の改善」という視点で捉えら

しかし、1 億 2700 万人の日本でいきなりこのよう

れるようになり、「子供の健全育成」の視点がない体

な政策を導入するのは乱暴すぎる。例えば、年金を

制になっている。これは現在も続いている重大な問

20 万円受け取っている高齢者に対して、「積立金方

題である。

式に変えるので 10 万円に変更する」と言い始めると、

また、国と地方の関係にも大きな問題が存在する。

さすがの日本でも革命が起きるかもしれない。現実

一言で言えば、中央官庁は地方自治体を尊重してい

的には給付を徐々に減らして対応している。

ない。少子化対策基本法でも大綱でも、自治体の扱

さて、少子化の議論の中で移民政策論は一貫して

われ方が小さいのである。最後に「自治体や企業も

否定されてきた。

協力してほしい」といった意味の文言が出てくる程

もう一つ、非常に重要な問題でありながらタブー

度。官庁は「待機児童ゼロを目指す」というが、私

5
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が住んでいる茨城県には待機児童など存在しない。

女性が出産し子育てをする際の休業補償をアップす

官僚は、全国が東京と同じだと思い込んでいるので

ることに少子化対策の軸を置いたのである。第一子

ある。

と第二子の間をおかずに生んだ場合には、より大き

これは地方創生にも関わる問題だが、国は規制を

な休業補償を出すとしたことで、全国で続々と第二

しすぎている。「交付金をこれだけ出す。標準型はこ

子まで生まれるようになった。もちろんスウェーデ

うなるので、ここを目指してプランを考えてほしい」

ンの国民性も大きく影響しているが、改正ゆえに多

と。査定基準も今までとほとんど変わっていない。

くの子が生まれたのは事実である。

交付金を渡して、もっと地方の創造性や独創性が発

ドイツでも金銭給付はあったが、スウェーデンと

揮されるようにすべきであり、そもそも自治体をもっ

は国民性が違い、それほど大きな効果はなかった。

と尊重すべきである。

ドイツには、子供は母親が育てるべきという伝統的
子育て観があり、小学校でも給食がない。つまり家

9．各国の少子化予算と出生率の推移

庭で食事を用意しなければならないのである。

家族給付という視点で、諸外国の少子化対策予算

フランスは、家族政策のオンパレード。日本にな

を比較してみる。合計特殊出生率が 2.01 のフランス

い政策としては、子供がいる家庭に支給される住宅

では GDP の 3.2％を給付に当てている。また、1.98

手当がある。日本では持ち家政策なので、住宅政策

のスウェーデンでも GDP の 3.8％を給付している。

を福祉政策とは考えていない。OECD の中でも珍しい
例である。

一方、合計特殊出生率が 1.39 の日本では 0.96％、

近年はアジアでも、出生率が急激に低下している。

日本以上に少子化が進む出生率 1.23 の韓国でも GDP

香港、シンガポール、韓国は日本よりも低く、未婚

の 0.8％しか給付に当てていない。
次に、主な先進国の合計特殊出生率について。ア

率も高い。中国は一人っ子政策の影響で男女の割合

メリカのベビーブームは 1946 年から 19 年間続いた。

が 6 対 5 となって、結婚できない男性が増えている。

70 から 80 年代にかけて、先進国は軒並み合計特殊

少子高齢化が急速に進み、ようやく一人っ子政策の

出生率が低下したが、アメリカは現在も 2.0 を維持

廃止を発表した。

している。移民が多いというアメリカの社会的事情

もう一度日本と諸外国を比べると、教育費に関し

があるが、特にスペイン系移民の出生率が高い。ヨー

ては、日本は公費の割合が少ない。日本は私立大学

ロッパも昔から移民は多い。ただ、移民一世の出生

が多く、国民にとって教育費の負担はかなり大きい

率は高いが、移民二世はその地の国民と同じ出生率

ものである。これは「現金給付と現物給付の比較」

になる傾向がある。

にもつながるが、スウェーデン、フランス、フィン

また、1990 年代以降、かつて三国軍事同盟を結ん

ランドなど出生率が高い国は現物給付に力を入れて

だ日本、ドイツ、イタリアの出生率が低下した。ド

いる。フランスでは学費は無料、というようにサー

イツでは、ナチス時代の家庭婦人対策の影響がある。

ビスそのものを給付する。

「女は家庭にいて金髪を生め」という政策だったが、

一方、日米韓は現物給付が少ない。実際、金銭給

これが次の世代のトラウマになっている。日本の「生

付では出生率アップにつながっていない場合が多い。

めよ

子ども手当を実施した際に、何にお金を使ったかを

増やせよ政策」が戦後タブー視されたのと似

調査したところ「1 に貯金、2 に家賃、3 に子供」と

ている。

いう結果だった。

イタリアは 1970 年代に離婚法が制定され、初め
て離婚が認められるようになった。それまでは男が

11．提言

強ければ子供が多いと言われていたので、「出産を強
要されるのは嫌だ」という雰囲気が女性の間で広がっ

最後に、次の 5 点を提言し、まとめとしたい。

た。

第一に、経済政策に人口政策を組み入れる。消費
が回らないと経済も回らないので、経済政策の中の

10．各国の少子化対策

人口政策として国をあげて取り組んでいく。縦割り

各国の家族政策を簡単に紹介する。スウェーデン

行政の日本では、政府から各省へ人口政策としての

では、1981 年の「親保険」の改正が効果的であった。

役割を与えていくべき。少子化という言葉はやめて、

少子化対策はなぜ効果をあげられないのか

6

「女子供の仕事だ」という先入観を払拭させる。

第五に、適齢出産について。人間には生物的な適

第二に、若者の声を優先する。

齢期があることを堂々と教えるべき。25 歳で二人生

第三に、教育費の問題を改善していく。低出生率

むのは容易だとしても、35 歳で二人生むのは生物学

の対策として保育所ばかりが注目されやすいが、実

的に見て困難である。

際は教育費がかかりすぎることに大きな要因がある。 （2015 年 10 月 2 日に開催された政策研究会におけ
る発題を整理してまとめた）

これを改善しなければならない。
第四に、現物給付でなければ、少子化対策に直接
の効果はない。
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