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マスター タイトルの書式設定

衝撃の少⼦化問題点
⽇本の⼈⼝が減るとどうなるか︖

2



マスター タイトルの書式設定⼈⼝が減ると“あなたに”起きること（未来の年表より）

3

• 伴侶に先⽴たれると⾃宅が凶器と化す︕
• ⾼齢者事故の8割は住宅。倒れても誰も助けにきてくれない

• 亡くなる⼈が増えると、スズメバチに襲われる︕
• 2040年、「所有者不明⼟地」は北海道本⼟の⾯積に匹敵

• 東京/⼤阪など⼤都市のマンションが「幽霊屋敷」に︕
• 2033年の空き家数は約2166万⼾、空き家率は30.4％に

• ⾷卓から野菜が消え、健康を損なう︕
• 農業従事者の3⼈に2⼈はすでに65歳以上。収穫作業もままならない

• ⼩学校の統廃合が、こどもを⽣活習慣病にする︕
• 少⼦化によって、部活は複数校の混合チームが常態化、⼠気も上がらない

• 80代が街を闊歩、窓⼝売り場が⼤混乱︕
• バスの乗⾞遅れでダイヤ乱れ、渋滞。⾼齢ドライバーの増加

• ⽼後の資⾦が貯まらず、「貧乏定年」が増⼤︕
• 親の収⼊で⽣活している⼈が217万⼈（2016年時点）。8050問題も深刻化

出典︓河合雅司「未来の念表２」講談社現代新書、2018年



マスター タイトルの書式設定⼈⼝が減ると“あなたに”起こること（未来の年表より）
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• 企業の3割に後継者がいない︕「⼤廃業時代」に突⼊
• 2025年までに650万⼈の雇⽤が奪われる → 約22兆円のGDP損失

• オフィスが⾼齢化、若⼿の労働意欲が下がる
• 2040年には働き⼿の4割が50歳以上

• 東京/⼤阪でも鉄道路線が縮⼩
• バス路線は5年で7500㎞完全廃⽌、鉄道は2000年以降約800㎞廃線

• 運送ドライバー不⾜で買い物弱者まで品物が届かない
• 投票ができず、⺠主主義が崩壊
• 出⽣率10⼈以下の⾃治体は90。200超の⾃治体が投票所迄⾼齢者を送迎

• 救急⾞・救急隊員不⾜で助かる命も助からない
• ガソリンスタンドが消え、灯油難⺠が凍え死ぬ
• すでに12の⾃治体が給油所ゼロ、農作業⽤機械も動かなくなる

• ⾼齢⼥性の万引きが刑務所を介護施設にする
• ⼥性受刑者は20年前の約9倍。介護者としての⼥性刑務官も不⾜する

出典︓河合雅司「未来の念表２」講談社現代新書、2018年



マスター タイトルの書式設定⼈⼝減少した⽇本で起こりうること
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マスター タイトルの書式設定地⽅はどうなるのか︖
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マスター タイトルの書式設定市区町村の⼈⼝分布
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マスター タイトルの書式設定地⽅の⼈⼝分布
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マスター タイトルの書式設定空き家の状況
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マスター タイトルの書式設定空き家率
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マスター タイトルの書式設定将来の⽇本のGDP順位（諸外国との⽐較）
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出典︓ワシントン⼤学 論⽂ イギリスのコンサルタント会
社PwC
⽇本経済研究センター マネーの達⼈根元 直⾓⽒加筆



マスター タイトルの書式設定

⼈⼝減少の現状と今後の進み⽅
（国⼒減少）
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マスター タイトルの書式設定⼈⼝ピラミッド
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マスター タイトルの書式設定出⽣数と死亡数

14出典︓厚⽣労働省「⼈⼝動態統計速報」



マスター タイトルの書式設定出⽣数及び合計特殊出⽣率の年次推移

15出典︓令和4年度版「少⼦化社会対策⽩書全体版」



マスター タイトルの書式設定2040年までの⼈⼝等の短期・中期・⻑期⾒通し

16出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定⾼齢者を⽀える⽣産者⼈⼝の数

17出典︓内閣府資料



マスター タイトルの書式設定出⽣数の将来推移（ワーストケースは40万⼈︖）
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マスター タイトルの書式設定

少⼦化の原因
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マスター タイトルの書式設定未婚化の影響

20出典）国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 鎌⽥健司



マスター タイトルの書式設定正規、⾮正規社員の問題

21出典）国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 鎌⽥健司



マスター タイトルの書式設定正規、⾮正規と結婚

22出典︓東洋経済オンライン 荒川 和久 ⽒加筆作成資料

https://toyokeizai.net/list/author/%E8%8D%92%E5%B7%9D_%E5%92%8C%E4%B9%85


マスター タイトルの書式設定⾮正規雇⽤を選ぶ理由
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図表1-3-22 非正規雇用労働者が現職の雇用形態についている理由（女性・2019
年）

自分の都
合のよい
時間に働
きたいか

ら

家計の補
助･学費
等を得た
いから

家事･育
児･介護
等と両立
しやすい

から

通勤時間
が短いか

ら

専門的な
技能等を
いかせる

から

正規の職
員･従業
員の仕事
がないか

ら

その他

総数 29.7% 20.8% 18.2% 4.7% 4.7% 8.2% 8.9%
15～24歳 48.4% 20.3% 2.6% 3.9% 2.0% 4.6% 12.4%
25～34歳 25.4% 9.6% 26.6% 3.4% 4.0% 12.4% 12.4%
35～44歳 22.4% 19.3% 31.5% 3.1% 3.7% 8.8% 7.1%
45～54歳 25.6% 26.9% 20.3% 4.0% 4.0% 8.8% 6.4%
55～64歳 30.8% 21.9% 12.3% 6.2% 6.8% 8.2% 8.2%
65歳以上 36.3% 19.8% 6.6% 7.1% 7.7% 4.9% 11.5%

資料：総務省統計局「労働力調査 詳細集計」



マスター タイトルの書式設定⻑時間労働（国際⽐較）

24出典）独⽴⾏政法⼈労働政策研究・研修機構「データブック国際労働⽐較2022」



マスター タイトルの書式設定世帯収⼊とこども数
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マスター タイトルの書式設定共働きの実態（共働きと専業主婦）
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マスター タイトルの書式設定希望するライフスタイル

27
出典）令和2年度版 厚⽣労働⽩書ー令和
時代の社会保障と働き⽅を考える



マスター タイトルの書式設定核家族とワンオペ

28出典）世帯構造別にみた世帯数の構成割合の年次推移、「令和3年国⺠⽣活基礎調査の結果」厚⽣労働省政策統括官



マスター タイトルの書式設定⼥性の就業率（M字）と正規雇⽤率（L字）

29出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定⼦育てと⼥性の離職

30参考）男⼥共同参画局「男⼥共同参画⽩書」平成23年



マスター タイトルの書式設定就職氷河期世代の雇⽤

31出典︓国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「出⽣動向基本調査」 令和2年版 厚⽣労働⽩書



マスター タイトルの書式設定政策の失敗（家庭関係⽀出）

32



マスター タイトルの書式設定現物給付か現⾦給付か

33出典︓総務省統計局「労働⼒調査 基本集計・詳細集計（2019年平均）」令和2年版 厚⽣労働⽩書



マスター タイトルの書式設定

⽇本の取るべき⽅策

34



マスター タイトルの書式設定

⼈⼝減少を⾷い⽌める
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マスター タイトルの書式設定⼈⼝減少策
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① ⾮婚化・晩婚化（結婚⽀援＋所得増加）
② 晩産化、⾮産化（不妊治療・ライフプラン）
③ 少産化（多⼦世帯への⽀援）
④ 共働き世帯の晩産化、⾮産化、少産化（育児休暇等、仕事と
⼦育ての両⽴）

⑤ 経済的負担や育児の⼼⾝の負担（育児負担の軽減）
⑥ 教育費負担の重さ（授業料免除）
⑦ 地⽅創⽣
⑧ 税制
⑨ ひとり親、未婚の親（婚外⼦、事実婚）への⽀援
⑩ 移⺠︖（アジア各国の賃⾦の⽐較、決して⽇本は⾼くない）



マスター タイトルの書式設定出⽣率向上の⽅策

37出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒

＋⼤学授業
料無償化と
奨学⾦免除



マスター タイトルの書式設定「仕事と⼦育ての両⽴」スウェーデンとの⽐較

38出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定未婚率の推移

39出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定結婚と所得の問題

40出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定不妊治療

41出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定⼥性の就業率（M字）と正規雇⽤率（L字）

42出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定主な⼦育て・教育⽀援給付における所得制限

43

設定単位 所得制限額又は対象 （参考）収入額の目安

本則給付

（月10,000円等）
736万円 960万円

特例給付

（月5,000円）
972万円 1200万円

0～２歳 世帯 住民税非課税世帯のみ 256万円

3～5歳

国公立 世帯 910万円

私立

（公立高校授業料相当

額

のみ）

世帯 910万円

私立

（公立高校授業料相当

額

＋私立高校分を上乗

せ）

世帯

保護者等（両親がいる場合は

２名の合算額）の課税標準額

×６％ー市町村民税の調整控

除の額が154,500円未満とな

る世帯

590万円

世帯 住民税非課税世帯 270万円

非課税世帯の2/3 世帯

生計維持者（原則父母）及び

学生等本人の支給額算定基準

額（課税標準額×６％－（市

町村民税調整控除＋市町村民

税調整額））の合計が100円

以上25,600円未満

300万円

非課税世帯の1/3 世帯

生計維持者及び学生等本人の

支給額算定基準額（課税標準

額×６％－（市町村民税調整

控除＋市町村民税調整額））

の合計が25,600円以上51,300

円未満

380万円

無利子 世帯

生計維持者の収入・所得金額

に基づき選考（収入・所得の

目安はおよそ右の金額以内）

850万円

有利子 世帯

生計維持者の収入・所得金額

に基づき選考（収入・所得の

目安はおよそ右の金額以内）

1,195万円

児童⼿当 世帯主

貸与型奨学金

大学等無償化

（修学支援新制度）

（授業料等減免・

給付型奨学金）

高校無償化

幼児教育無償化

所得制限なし

保護者等（両親がいる場合は

２名の合算額）の課税標準額

×６％ー市町村民税の調整控

除の額が304,200円未満とな

る世帯



マスター タイトルの書式設定主な⼦育て・教育⽀援給付における所得制限
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世帯 住民税非課税世帯 270万円

非課税世帯の2/3 世帯

生計維持者（原則父母）及び

学生等本人の支給額算定基準

額（課税標準額×６％－（市

町村民税調整控除＋市町村民

税調整額））の合計が100円

以上25,600円未満

300万円

非課税世帯の1/3 世帯

生計維持者及び学生等本人の

支給額算定基準額（課税標準

額×６％－（市町村民税調整

控除＋市町村民税調整額））

の合計が25,600円以上51,300

円未満

380万円

無利子 世帯

生計維持者の収入・所得金額

に基づき選考（収入・所得の

目安はおよそ右の金額以内）

850万円

有利子 世帯

生計維持者の収入・所得金額

に基づき選考（収入・所得の

目安はおよそ右の金額以内）

1,195万円

貸与型奨学金

大学等無償化

（修学支援新制度）

（授業料等減免・

給付型奨学金）



マスター タイトルの書式設定ひとり親、未婚の親（婚外⼦や事実婚）
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• 税制
• フランス、ハンガリー式

• ひとり親、未婚の親（婚外⼦、事実婚）への⽀援
• フランス式

• 移⺠ ︖
• アジア各国の賃⾦の⽐較、決して⽇本は⾼くない



マスター タイトルの書式設定こども保険

46

• ⼦ども保険基本理念
• ⼦どもの養育⽀援︓⼦どもの養育は親が第⼀義的責任を有していることから、出産及び
乳幼児期から⻘少年期までの間、親が⾏う養育を社会的に⽀援

• 普遍的な制度︓親の就業有無に関わらず、すべての⼦どもを⽀援対象とする。（養⼦縁
組も含む）

• 男⼥協働︓⺟親だけではなく⽗親も共に育児に参加するように制度⾯から促進
• 制度間連携︓育休制度と時短制度、保育制度などの連携と機能分担を重視
• 社会全体の⽀え合い︓費⽤負担⾯での⽀え合い

• 制度の⾻格
• 制度主体（保険者）
• ⼦ども保険は国を制度運営の主体とし、保険給付事務は住⺠に最も⾝近な市区町
村の窓⼝などで⾏う

• 被保険者
• 被保険者は⼦を出産し養育する全ての親とし、養⼦縁組の親も含め夫婦１組を単
位として⽀給しひとり親の場合は⼦どもを扶養する親に⽀給



マスター タイトルの書式設定「仕事と⼦育ての両⽴」（再掲）

47出典）内閣官房参与（社会保障、⼈⼝問題） ⼭崎史郎 ⽒



マスター タイトルの書式設定地域の課題
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マスター タイトルの書式設定移⺠の状況
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マスター タイトルの書式設定移⺠をめぐる議論

50出典︓東洋経済ONLINE ｢移⺠獲得競争｣に背を向ける⽇本はスルーされる



マスター タイトルの書式設定

⼈⼝減少に対応する

51



マスター タイトルの書式設定⼀⼈当たりGDP

52
出典︓出典︓東洋経済ONLINE ｢仲良く貧乏｣を選んだ⽇本は世界に⾒放される
1⼈当たりGDPは約20年前の2位から28位へ後退



マスター タイトルの書式設定⼈⼝減少社会に対応する検討領域

53

１.⾼齢化対応 ︓⽣産性向上（ロボット、AI）
２.市場減少対応 ︓付加価値化（付加価値産業シフト）
３.世界市場開拓 ︓新製品・サービス開発⼒＋ベンチャー育成
４.国内調達困難 ︓輸⼊超過対応と輸出⼒強化と海外市場

取り込み
１.⼈材不⾜対応 ︓アロケーション（リスキリング）

＋付加価値産業シフト＋ロボット・AI



マスター タイトルの書式設定⽣産性向上
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出典︓公益財団法⼈ ⽇本⽣産性本部
2018年レポート



マスター タイトルの書式設定⽇本の労働⽣産性と給与

55出典︓OECD統計データより[⼩川真由／⼩川製作所作成



マスター タイトルの書式設定労働⽣産性の⽇⽶⽐較

56出典︓⽇本⽣産性本部関連資料



マスター タイトルの書式設定付加価値と物的労働⽣産性の⽐較
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マスター タイトルの書式設定⽇本の産業別付加価値

58
出典︓総務省統計局ホームページ 「経済の国勢調査」〜経済センサス-活動調査結果から⾒えること



マスター タイトルの書式設定産業別（市場規模と成⻑率）※

59出典︓市場規模マップ - Drillmap - visualizing.info
https://stat.visualizing.info › msm

https://stat.visualizing.info/msm
https://stat.visualizing.info/msm


マスター タイトルの書式設定産業付加価値化（⽇本）

60

（https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190611002/20190611002_07.pdf）

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190611002/20190611002_07.pdf


マスター タイトルの書式設定産業付加価値化（⽶国・欧州）※
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マスター タイトルの書式設定産業付加価値化（中国）
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マスター タイトルの書式設定⽇本企業の付加価値構造
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マスター タイトルの書式設定企業のマークアップ率
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マスター タイトルの書式設定⽇本企業の付加価値構造
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マスター タイトルの書式設定ICTによる⽣産性向上の効果

66出典︓総務省「ICTによるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究」（平成30年）



マスター タイトルの書式設定DX化の阻害要因

67
出典）ヴイエムウェア社
「情報システム／IT予算の傾向やDXに関する調査結果」より



マスター タイトルの書式設定コンパクトシティ化

68出典: ⽇本経済新聞「コンパクトシティとは 商業施設や病院、住宅を集約」



マスター タイトルの書式設定

少⼦化施策の具体例
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マスター タイトルの書式設定

諸外国の少⼦化施策
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マスター タイトルの書式設定諸外国の対応

71

①少⼦化問題がほとんどない国
• アメリカ・イギリス・オーストラリアは移⺠を受けいれる
②対策済
• 移⺠受け⼊れ︓ドイツ・イタリア・スペイン
• 制度改⾰によるもの︓フランス・スウェーデン・ハンガリー
③未対策
• ⽇本・中国・韓国



マスター タイトルの書式設定諸外国の合計特殊出⽣率の動き（欧⽶）
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マスター タイトルの書式設定諸外国の合計特殊出⽣率の動き（アジア）
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マスター タイトルの書式設定ハンガリーの少⼦化対策

74

• 児童⼿当
• こどもの数が増えるにつれて、こども1⼈当たりの⽀給額も増加する

• 産休・育休時の収⼊
• スキームを組み合わせ、出産後から最⻑でこどもが3歳になるまでの間、⺟親らの出産
前の収⼊などから算定した額をカバー

• 所得税
• こどもの数が増えるにつれて相当額を減税。4⼈以上になると⺟親は⽣涯免税。今
年から30歳未満の⺟親免除

• 住宅購⼊ローン
• こども2⼈以上で軽減

• 出産ローン
• 出産希望の夫婦が無利⼦融資を受け、3⼈⽣まれると全額返済不要

• 学⽣ローン
• ⺟親は免除（条件有）

• 経営者
• ⼩さい⼦どもの⺟親雇⽤ → ３年間の減税など

2010年 2020年
1.26 1.52



マスター タイトルの書式設定フランスの少⼦化対策

75参考）安部 雅延 : 国際ジャーナリスト（フランス在住）「⽇本⼈が知らないフランス｢少⼦化対策｣真の凄さ 岸⽥⾸相｢異次元の少⼦化対策｣に必要なこと」

• 家族⼿当
• 第3⼦から⽀給。所得制限はあるが、⼤半の世帯が受給増加する

• 税制優遇
• とくに3⼈以上の⼦育て世帯に対して⼤幅な所得税減税適⽤するN分のN乗⽅式

• 就労⾃由選択制度
• ⼦育てで仕事を休むのか、週3や４勤務か、半⽇勤務かなど選択できる

• 妊娠出産関連費⽤
• 産科受診料、検診費、出⽣前診断、出産費⽤など完全無料化

• 不妊治療
• 公費で実施（43歳まで）

• 授業料
• ⾼校までの授業料無料、⼤学も少額の登録料のみ（私⽴は例外）

• 多様性
• PACSで事実婚の社会保障への組み込み、⾮摘出⼦という⾔葉の⺠法からの削除 ３

• 年⾦加算
• こどもを3⼈養育すると年⾦が10％加算

2020年
1.83
（EU内でもっとも⾼い）

https://toyokeizai.net/list/author/%E5%AE%89%E9%83%A8_%E9%9B%85%E5%BB%B6


マスター タイトルの書式設定スウェーデンの少⼦化対策

76

• 出産費⽤
• 基本無料

• 育児休暇（うち390⽇は給与の約80%⽀給）
• 480⽇

• こども⼿当
• ⾼校卒業まで毎⽉1万４千円⽀給、所得制限なし

• こどもの看護休暇
• 年間最⼤120⽇、その間は給与の約80%が⽀給

• 医療費
• 18歳未満の医療費は無料

• 学費
• ⼤学まで無料

• 多様性
• パートナーシップ法（同性カップルが対象。1994 年成⽴）

2020年
1.66



マスター タイトルの書式設定

⽇本の先進的な⾃治体
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マスター タイトルの書式設定

住む⼈
８年 連続増加！

来る⼈
７割 増加！

市税収⼊７年連続増加！
個⼈市⺠税
固定資産税
都市計画税

商業地地価
７年 連続上昇！

出⽣率
１.70

⼦育て⽀援
5つの無料化など

78

こども施策で、まちは好循環
兵庫県明⽯市の施策（１）

提供︓明⽯市



マスター タイトルの書式設定

１ 熱い思い こどもを核としたまちづくり

２ システム こども未来部の創設、こども局の創設

３ ひと ⼦ども部⾨の職員３倍増、弁護⼠１２名採⽤

４ カネ ⼦ども部⾨の予算２倍増、５つの無料化

５ 市⺠の共感 こども⾷堂や⾥親も急増
79

兵庫県明⽯市の施策（２）

提供︓明⽯市



マスター タイトルの書式設定明⽯市の５つの 無償化

１医療費 ⾼校⽣まで完全無料 16.5億円

２給⾷費 中学⽣完全無料 ３.５億円

３保育料 第２⼦以降完全無料 億円

４遊び場 親⼦とも利⽤料無料 こども広場 1.3億円

５おむつ 満1歳まで無料（宅配も） 1.2億円

来年7⽉から予定

明⽯市独⾃の５つの“無料化 ” すべて
所得制限
なし

すべて
⾃⼰負担
なし

80提供︓明⽯市



マスター タイトルの書式設定岡⼭県奈義町
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H17年 令和年
1.41 2.95

提供︓奈義町


