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令和３年決算特別委員会（第１分科会 保健福祉部所管）開催状況
開催年月日 令和２年１１月９日（火）
質 問 者 民主・道民連合 広田 まゆみ 委員
答 弁 者 子ども未来推進局長 竹澤 孝夫

子ども子育て支援課長 村上 則之
自立支援担当課長 手塚 和貴

質 問 内 容 答 弁 内 容

一 少子化対策などについて 【子ども子育て支援課長】
（一）出生率が改善しない要因について 少子化対策の推進状況などについてでございます
少子化対策などについて、まず伺います。出生率 が、道では、第四期北の大地子ども未来づくり北海道

が改善しない要因についてなのですが、令和２年度 計画に基づき、待機児童の解消や子育て世帯への経済
の少子化対策の推進状況とその成果、出生率が改善 的負担の軽減、児童虐待防止など、妊娠や出産、子育
しない要因について、どのように分析をしているの てなどのライフ・ステージに応じた切れ目のない支援
か伺います。 に取り組んできたところでございます。
また、令和２年時点におけるコロナ禍の影響が、 また、少子化が進行する背景には、仕事と子育ての

事業の推進にどのように影響し、どのように対応し 両立や家事・育児への負担感、子育てや教育に要する
てきたのかも併せて伺います。 費用負担、年齢や健康上の理由など、様々な背景や要

因が複雑に絡み合っていると考えられるほか、今般の
感染症の流行により、若い世代の経済的、精神的な不
安が、結婚や妊娠、出産などの面にも影響を及ぼした
可能性も指摘されており、結果として、妊娠届出件数
や出生数の減少傾向が続いている状況にあります。
関連事業の実施に当たっては、道としては、保育の

受け皿などの基盤整備を着実に進めたほか、研修事業
などでは、オンラインでの開催に変更するなど、コロ
ナ禍での実施方法を工夫し、計画の着実な推進に努め
てきたところでございます。

（二）未婚化、晩婚化と出生率との関係について 【子ども子育て支援課長】
ただ今のご答弁では、少子化の進行する背景には 少子化の要因についてでございますが、昨年、内閣

様々な要因が複雑に絡み合っているといったご答弁 府が公表した「少子化社会対策大綱」では、少子化の
でしたが、令和２年から新たにスタートした第四期 原因として、未婚化・晩婚化や既婚女性の出生率の低
北の大地子ども未来づくり北海道計画や少子化対策 下が挙げられており、特に若い世代での未婚率の上昇
条例においても、少子化の原因の大きなものとし や初婚年齢の上昇の影響が大きいとの見解が示されて
て、未婚化、晩婚化が大きな課題とされておりま いるところでございます。
す。しかし、北欧、ヨーロッパ、先進国の出生率の 本道の未婚率は、全国に比べ男女とも低いものの、
回復状況や出生率が日本の中で比較的高い沖縄など 男性の未婚率は上昇傾向が続いており、道としては、
他府県の状況を見ますと、必ずしも、未婚や晩婚化 こうしたことも少子化が進行する要因の一つとして考
がその要因とは断じきれないと私は考えますが、い えておりますが、そのほかにも、全国と比較しまして
かがか伺います。 核家族化が進行していることや若年者の失業率が高

く、厳しい経済状況に置かれているなど、様々な背景
や要因が複雑に絡み合っていると考えているところで
ございます。

（三）出生率回復の分析について 【子ども子育て支援課長】
担当の方とご議論させていただいて、今、最後の 女性の年齢別出生率の状況でございますが、国立社

方に全国と比較して核家族化が進行とか、北海道の 会保障・人口問題研究所の報告によりますと、令和元
独自の分析というものが入ってきた訳ですけれど 年の合計特殊出生率が高い沖縄県、宮崎県、島根県の
も、一般論で議論しているような感じになってです ３県では２０歳代と３０歳代前半の出生率が全国水準
ね、北海道の子育て世代の皆さんの顔、姿が見えて と比べて顕著に高く、合計特殊出生率の低い宮城県や
こない気がするのですね。 京都府では、２０歳代、３０歳代の出生率の低さが全
出生率の回復のデータについてお伺いしたいので 国との乖離の原因と分析されております。

すけれども、年代別では、内閣府のデータを拝見し 本道では、２０歳代前半の出生率が全国を上回って
たのですけれども、出生率が回復しているところ おり、平均出産年齢が比較的若いものの合計特殊生率
は、３０代以降の出産が増えている傾向にあるよう が低い状況にありますが、他の都府県では、出生年齢
です。北海道においては、３０代以降が減少してい の高い地域ほど合計特殊出生率が低くなる傾向がみら
て、むしろ、早い年代の出産が増えている傾向にあ れ、長野県のように出産年齢が比較的高くても合計特
ります。こういったことを具体的にどのように分析 殊出生率の高い地域もあるなど、出生年齢と合計特殊
して、北海道独自の対策をすることが重要だと思う 出生率は、必ずしも直接的な相関関係にあるわけでは
のですけれども、その辺の分析について伺います。 ないと認識しているところでございます。
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【指摘】
私の質問が悪かったのかもしれませんけれども、

以前から議会で議論をさせていただいていますけれ
ど、出生率ということよりも、やはり基礎自治体ご
との０歳から５歳までの子どもの実人員とか、それ
と政策対応が、各自治体の施策がどう呼応している
とか、そういったことをちゃんと調べていかなけれ
ばいけないと思いますので、それを指摘しておきま
す。

（四）子育て世代や若い世代の意見の反映について 【子ども未来推進局長】
子育て世代や若い世代の意見の反映について伺い 子育て世代からの意見の取扱いについてでございま

たいと思うのですけども、今お話したように独自の すが、第四期計画の策定時には、パブリックコメント
データの検証が不足しているように思いますし、実 を実施し、道民や保育関係団体などから寄せられたご
際の子育て世代当事者からの意見が乏しいのではな 意見や子どもの未来づくり審議会における子育て中の
いでしょうか。令和２年からスタートした新たな計 委員からのご意見を参考に、「ひとり親家庭への支援
画を策定されるときに、パブリックコメントなど の充実」や「産前・産後の支援」、「教育・保育人材
で、道民意見の聴取には努められたと思いますけれ の確保」など各種施策の推進に努めているところでご
ども、その時に、実際の子育て世代や若い世代の意 ざいます。
見はどのように担保されたのか、その配慮はされた 道では、本年度、道内の大学等を訪問いたしまし
のか伺います。 て、大学生の意識調査や道の施策に関する意見交換の

場の設定などの取組を進めておりますほか、ＮＰＯな
ど子育て支援関係者とも意見交換を行う予定としてお
りまして、今後とも、少子化対策等に関する政策の企
画・立案に、若者や子育て世代の意見を反映させるこ
とのできるよう取組を進めてまいります。

（五）結婚の定義について 【子ども子育て支援課長】
多様な意見を受けていくべきだと思うのですが、 結婚新生活支援事業についてでございますが、この

そこで、結婚の定義について伺いたいのですが、結 事業は、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚
婚新生活支援事業等、市町村が実施する少子化対策 世帯に対し、新生活のスタートアップに係る家賃や引
事業への補助ということですけども、道内市町村の 越費用の一部を補助する仕組みとなっており、令和２
実施状況やその成果をどのように把握されているの 年度は、道内において、２４市町村が実施したところ
か伺います。これは、内閣府の事業ではありますけ でございます。
れども、現時点での「結婚」の定義がどのようにな 本年８月に、国が公表したアンケートによります
っているのかあわせて伺います。 と、多くの利用者から、「経済的な不安の軽減に役に

立った」、「結婚のきっかけの一つになった」との回
答があり、経済的な不安から結婚に踏み出せない若い
世代を応援することで、結婚の希望がかなう環境整備
に資する取組であると考えております。
また、令和２年度の国の事業実施要領では、夫婦共

に３４歳以下かつ世帯所得３４０万円未満で、対象期
間内に市町村に婚姻届を提出し、受理された夫婦を補
助金の対象としているところでございます。

【指摘】
今後、道としてこの制度に付加する形として、例

えば事実婚や同性婚など、新しい家族の形態、多様
な家族の形態も応援すべきということで、指摘とし
たいと思います。

（六）里親支援等の状況について 【自立支援担当課長】
多様な家族を応援していくという意味で、少子化 里親支援等の状況についてでございますが、道で

対策の観点からも伺いたいと思うのですが、里親支 は、社会的養育推進計画におけます代替養育を必要と
援等の状況にについて伺います。 する児童数は令和6年度末で約2,000人と推計している
何らかの理由で親と一緒に暮らせないなど、社会 ところでありますが、令和2年度、道内で里親や施設

的養護を必要とする子どもたちが、やはり沢山増え 入所などに措置している児童は1,828人に止まってお
ていると言ってもいいと思います。 りまして、そのうち児童養護施設入所者は1,168人
出産がある意味奨励される一方で、女性の性と生 で、定員に対する入所率83.0％、同じく乳児院は52名

殖にかかる自己決定の権利について、肯定的に学ぶ で86.7％、また、里親への委託率は33.3％となってお
機会が保障されていないことで、望まない妊娠や親 ります。
としての準備ができないまま妊娠、出産、子育てに また、2009年度と比較しますと、児童養護施設入所
入るケースも地域の相談体制の中でお受けしている 率は8.4ポイントの減、乳児院が1.7ポイントの増、里
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ところです。 親等委託率は12.5ポイントの増となっております。
伝統的な結婚や家庭の役割が求められる日本にお 道では、児童相談所に専任配置しております里親担

いて、社会的養護を必要とする子どもたちへの支援 当福祉司が定期的に里親を家庭訪問しサポートしてお
の取組は、私としては遅れていると思います。 りますほか、地域の里親会、児童養護施設などが連携
不妊治療への支援などが拡充されていますが、一 し、里親同士の相互交流や養育相談、研修などを行っ

方で、そのことによって辛い思いをしている女性た ておりまして、近年増加している心身の発達に問題を
ちの声を聴くことも多くあります。 抱えた子どもをはじめとする対応が難しい事例や、里
私としては、子どもを欲しいと思う男女の選択肢 親委託に対する実親の同意を得ることが難しい事例な

の一つとして、少子化対策と対になるより大きな柱 どの課題への適切な対応に努めているところでござい
として、社会的養護を必要とする子どもたちへの支 ます。
援が重要であると考えます。
2009年、道立乳児院が民間委託されたときに施設

養護からより家庭に近い環境、里親制度を強化する
という議論がありました。
北海道における社会的養護を必要とする子どもた

ちは、令和2年ベースでどのくらいいらっしゃると
把握しているのか。
また、児童養護施設や乳児院の在所利用率や里親

利用率など、子どもたちの置かれている状況をお伺
いします。
また、それは2009年時点からどのように推移して

きたのか、里親支援に関して、道としてはこれまで
どのような取組を行ってきたのか伺うとともに、令
和2年における課題についても伺います。

（七）若い世代へのサポートについて 【自立支援担当課長】
社会的養護を必要としてきた子どもたちが大人に 社会的養護を必要としてきた若い世代へのサポート

なった後について伺っていきたいと思います。 についてでございますが、児童養護施設退所者のう
コロナ禍で、改めて明るみになったのは、親に頼 ち、進学や就職後も生活が不安定で、継続的に施設で

れない、周りに頼れる大人がいない若い人たちの存 の養育を必要とする方につきましては、満20歳に達す
在でありました。本気で少子化対策をするのであれ るまでの間、措置の延長ができるほか、4年制大学に
ば、この世代の若者を支えて心理的安全性を担保す 進学する場合にも対応できるよう、その後も引き続
る社会から孤立させないことが非常に重要であると き、支援が必要な場合には、措置解除後も、22歳に達
考えます。 する年度末まで入所を継続しながら、支援コーディネ
道として、令和2年まで、若者のサポート、特に ーターによる助言や、就労相談などの支援を受けるこ

こうした施設養護を終えた若い世代のサポートにど とが可能となっております。
のように取り組んできたのか伺います。 また、22歳以降であっても、出身の児童養護施設な

どが継続して、生活や仕事の悩みや困りごとに関する
相談に対応しておりまして、全ての子どもたちが生ま
れ育った環境に左右されず、夢や希望をもって成長で
きるよう取り組んでいるところでございます。

【指摘】
22歳以降であっても出身の児童養護施設などが継

続して相談に対応しているという御答弁でしたけ
ど、これは現場の努力なんですよね。仕組みとして
は位置付いていないということをしっかり認識して
いただきたいと思います。
指摘になりますけれども、北海道出身の今井紀明

さんという方がはじめた、行き先チャットというLI
NEの相談窓口があって、もともとは学習支援で作っ
た窓口ですけど、そこに切羽詰まった若い人たちか
らの相談が多くなり、遂に企業や個人から寄付を集
めて、緊急的な現金や現物給付に取り組むようにな
りました。
私自身も最初はお金や物を直接SNSで繋がった人

に送るということに抵抗があったんですけども、最
初のお金とか食べ物の繋がりが元になって、行政が
用意している窓口に支援が必要な若い人たちが繋が
れない。
今回は養護を必要とする子どもたちの18歳以降、

22歳くらいまでの支援のことについて伺いましたけ
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れども、道としても、SNSを使ったような、こうい
う先進的にやられているNPOの人たちとも連携した
若い人たちが繋がれる場所というものを、是非ご検
討いただきたいと思います。


