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Ⅰ 施策の概要 １ 事業目的   少子化という危機的な課題を克服するため，若い世代が希望をかなえ，安心して結婚し，妊娠・出産・子育てできる環境の整備に向けて，地域社会や企業などとの協働により，ライフステージに応じた切れ目ない支援を総合的に講じる。 
 ２ 事業内容   合計特殊出生率の向上と相関関係の高い課題について，県内各市町の特性も踏まえながら，県民の結婚・家族形成を支援する取組みを実施。※黒枠…交付金活用事業 区  分 内   容 １ 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 

 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の実施体制 
  

「ひろしまファミリー夢プラン」の着実な推進 平成 27 年度以降の少子化対策の総合プランとして,少子化の要因となっている課題分析とともに策定した「ひろしまファミリー夢プラン」（平成 27年 3月公表）に基づき，結婚・妊娠・出産・育児の各ライフステージにおける施策・事業について，四半期ごとのモニタリングの実施しながら着実に推進 ２ 結婚に向けた情報提供等 
 出会い・結婚支援 

  

「ひろしま出会いサポーターズ」の構築 ☛地域で結婚支援活動をしている民間団体や民間事業所を「ひろしま出会いサポーターズ」と任命し，取組を広く発信するとともに，お世話役となる住民の組織化（団体の立ち上げ）を支援 ☛サポーターズに対する個人情報保護等の研修を実施 みんなでおせっかい「こいのわ」プロジェクト 
啓発プロモーション ☛若い世代の結婚に対する意識醸成を一層促進するとともに，晩婚化・未婚化の要因や少子化の影響について県民全体の正しい理解と応援の機運醸成を図るため，メディア等を活用した啓発プロモーションを実施 「こいのわ」プロジェクト ☛未婚者の実際の婚活を促すため，「ひろしま出会いサポーターズ」や市町実施による一定期間の婚活イベントを取りまとめて広報発信 ひろサポ・カレッジ ☛未婚者の意識や行動のミスマッチを解消し，婚活が結婚につながるよう，異性に選ばれる魅力づくりや意識改革のためのセミナーや交流会を県内各地で実施 ひろしま出会いサポートセンターの設置運営 ☛会員登録等により結婚・婚活に役立つ情報を効果的に発信 ☛企業内の世話役の養成や協力企業の募集による婚活の環境整備 ３ 妊娠・出産に関する情報提供 

 妊娠・出産支援 
  不妊治療支援事業 ☛夫婦が共に検査を受けた際の自己負担額の一部助成 ☛若い段階からの妊娠・不妊に関する知識の普及   高校への出前講座   若い世代を対象とした広報・啓発事業 
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４ 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 
 もうひとり子供を生みたいと思える環境整備 
  ファミリーサポート利用促進 ☛三世代世帯のメリットを住民相互で補完するファミリー・サポート・センターの利用促進のため，モデル市町で効果検証 
 女性の就業（継続）支援 
  

働く女性の活躍応援リレーセミナー ☛「働く女性応援隊ひろしま」リレーセミナーのキックオフイベントの実施 女性の活躍先進事例の普及 ☛先進事例ノウハウ集（平成 25年度交付金事業）を活用した取組の促進 仕事と家庭の両立支援の推進 ☛一般事業主行動計画策定促進市町キャラバンの実施 
  男性の育児参加の促進 ☛「イクボス養成講座」の開催や広報活動の実施などを実施し，「イクメン企業同盟」の活動を推進 ☛いきいきパパの育休奨励金の支給 
  

女性の就職総合支援 ☛わーくわくママサポートコーナーの運営 働く女性の就業継続の応援 ☛働く女性応援研修会やメンター養成セミナー等の実施 ５ 少子化対策への前向きな機運の醸成 
 

県民全体の理解と機運醸成 
 みんなでおせっかい「こいのわ」プロジェクト【再掲】  ３ 事業の成果指標（交付金事業関連） （１）成果指標 事業の目標（アウトプット）を定めるとともに，総合的・長期的な成果指標（アウトカム）を定めている。 区   分 成果指標 現状値 目標値（H27） 出会い・結婚支援 女性（25～39 歳）の有配偶者率 （長期） 59.5％ （H22） 63.2％ （H32） 

 
「ひろしま出会いサポーターズ」の構築 ひろしま出会いサポーターズ任命団体数 － 46 団体 みんなでおせっかい「こいのわ」プロジェクト 啓発プロモーション 結婚支援事業への参加しようと思う割合＜事業実施前後＞ － 20％以上向上 「こいのわ」プロジェクト 「こいのわ」プロジェクトによる婚活参加者数 － 12,700 人 ひろしま出会いサポートセンターの設置運営 会員登録者数 1,200 人 （H27.1） 3,000 人 会員登録者の成婚数 － 15 組 もうひとり子供を生みたいと思える環境整備 子育てに楽しみや喜び・生きがいを感じる人の割合（長期） 76％ （H25） 88％ （H31） 
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女性の就業（継続）支援 男性の育児休業取得率（長期） 4.8％ （H26） 13.0％ （H32） 女性（25～44 歳）の就業率 （長期） 68％ （H22） 73.0％ （H32）  男性の育児参加の促進 イクボス養成講座参加者数 － 120 人 イクメン企業同盟加入団体数 38 人 （H27.1） 新規加入団体 30 人 男性の育児休業取得率 4.8% （H26） 8.0% （H27） 
 （２）点検・公表    事業ごとに，各四半期のマイルストンを定め，達成状況をモニタリングするとともに，未達成の場合は課題の抽出や対応策の検討を行うこととしている。    また，成果指標の達成状況についてはＰＤＣＡサイクルにより検証し，広島県子ども・子育て審議会に報告するとともに，県ホームページ等で県民に対して広く公開する。 
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Ⅱ 県内の状況 １ 合計特殊出生率 （１）広島県の合計特殊出生率   ☛ 広島県の合計特殊出生率は平成１６年の１．３３を底に緩やかに上昇傾向にある。全国平均でも，平成１７年の１．２６を底に上昇傾向にあるが，広島県の伸びは全国に比べても大きい。 

 （厚生労働省「人口動態統計」）   ☛ 広島県の平成２５年の合計特殊出生率は１．５７で全国第１１位で，政令市を抱える都道府県では，熊本県に続いて全国第２位。 ☛ また，全国平均の合計特殊出生率が底になった平成１７年からの伸び率は全国第１位。 

 （厚生労働省「平成２５年人口動態統計」）   ☛ 総人口２百万人以上の都道府県で比較すると，広島県は全国第１位。 
 （厚生労働省「平成２５年人口動態統計」）   

1.431.411.391.391.371.371.341.321.261.291.291.321.331.361.341.381.391.431.42
1.571.541.531.551.471.451.431.371.341.331.341.341.371.411.371.421.431.461.48

1.21.251.31.351.41.451.51.551.6

H25H24H23H22H21H20H19H18H17H16H15H14H13H12H11H10H9H8H7 全国広島

1.57 1.4311.21.41.61.82
沖縄宮崎島根熊本長崎鹿児島鳥取福井香川佐賀広島山口大分長野福島静岡滋賀和歌山愛媛石川三重岡山山形愛知高知岩手岐阜福岡新潟山梨全国栃木富山徳島茨城兵庫群馬青森秋田宮城埼玉千葉大阪神奈川奈良北海道京都東京

11.21.41.6 広島 静岡 長野 愛知 岐阜 福岡 新潟 茨城 兵庫 大阪 千葉 神奈川 宮城 埼玉 北海道 京都 東京

合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率の全国順位 
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（２）出生数   ☛ 広島県の出生数は平成１７年に２４，７４０人となった以降，一旦増加に転じたが，その後，緩やかに減少している。全国平均でも同様に緩やかに減少傾向にある。 

 （厚生労働省「人口動態統計」）   ☛ 広島県の平成２５年の出生率（人口千対）は８．８で全国第６位。     このことから，広島県は全国的に見ても，子供の生まれる割合が高いと言える。 
 （厚生労働省「平成２５年人口動態統計」） （３）女性（１５歳～４９歳）人口 ☛ 広島県の平成１７年から２２年の女性（１５歳～４９歳）人口の伸び率は９５．４％であり，全国第１３位。なお，女性人口が増加しているのは東京都と神奈川県のみであり，女性人口が首都圏に集まっている。 

 （総務省「国勢調査」）   

24,740 24,713 
1,062,530 1,037,231 

550,000650,000750,000850,000950,0001,050,0001,150,0001,250,000
23,00024,00025,00026,00027,00028,00029,000

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
広島全国

8.8 8.25.57.59.511.5
沖縄滋賀愛知福岡熊本広島宮崎佐賀鹿児島東京岡山神奈川大阪兵庫鳥取長崎全国宮城石川福井静岡香川大分埼玉三重栃木千葉岐阜島根長野京都茨城愛媛群馬山口福島新潟山梨奈良徳島富山和歌山岩手山形北海道高知青森秋田

96.8% 95.4%85.0%90.0%95.0%100.0%105.0%110.0%
東京神奈川愛知埼玉大阪千葉滋賀沖縄全国福岡兵庫京都岡山広島石川群馬三重茨城宮城富山静岡岐阜栃木長野奈良大分新潟熊本山梨北海道佐賀福井山口香川宮崎愛媛和歌山島根鹿児島鳥取福島岩手山形徳島長崎高知青森秋田

出生数の推移 

出生率（人口千対）の全国順位 

女性（１５歳～４９歳）人口伸び率の全国順位 
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（４）婚姻数・有配偶者率   ☛ 広島県の婚姻数は全国と同様に，昭和４５年あたりから減少をはじめ，平成７年から平成１２年あたりで再びピークを迎え，以降は緩やかに減少している。 

 （厚生労働省「平成２５年人口動態統計」） ☛ 広島県の２５歳～２９歳の女性の有配偶者率（有配偶者数／女性人口）は４０．９％で全国第１１位。３０歳～３４歳では６２．５%，（全国平均５９．７％），３５歳～３９歳では７０．２%（全国平均６８．６％）となっている。 

 （総務省「平成２２年国勢調査」） ☛ 一方，２５歳～２９歳の男性の有配偶者率（有配偶者／男性人口）は３１．４%で全国第１２位。３０歳～３４歳では５３．６%（全国平均４９．０％），３５歳～３９歳では６２．８%（全国平均５９．４％）となっており。女性に比べて，男性の婚姻率は低い。 

 （総務省「平成２２年国勢調査」）   

17,633 14,668 
798,138 668,869 

200,000400,000600,000800,0001,000,000
12,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H21 H22 H23 H24 H25広島県全国
40.9% 36.2%

25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%
山形福島宮崎岩手静岡島根福井三重岐阜愛知広島香川山口栃木愛媛滋賀群馬富山鳥取秋田新潟茨城岡山鹿児島長野佐賀徳島大分石川青森熊本長崎山梨沖縄和歌山宮城北海道埼玉全国千葉高知兵庫神奈川福岡大阪奈良京都東京

31.4% 26.2%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%
宮崎鹿児島愛媛長崎熊本佐賀福島香川島根山形山口広島岩手沖縄大分岡山鳥取福井三重和歌山秋田徳島岐阜北海道青森宮城新潟群馬福岡静岡石川滋賀兵庫栃木富山高知長野茨城愛知全国大阪山梨千葉奈良埼玉京都神奈川東京

婚姻数の推移 

女性（２５歳～２９歳）有配偶者率の全国順位 

男性（２５歳～２９歳）有配偶者率の全国順位 
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Ⅲ 合計特殊出生率からの考察  広島県の合計特殊出生率の上昇には，各種施策の効果による実質的な向上だけでなく、１５歳～４９歳の女性人口の減少率が大きい中で「晩産化」していることの影響も考えられる。  １ 晩産化の影響 （１）２０代出産期（昭和から平成初期） ☛ 広島県の平成４年の合計特殊出生率の年齢別（５歳刻み）の分布を見ると，２５歳～２９歳にピークがあり，２０代での出産が全体の６３．１％を占めている。このように，２０代で多くの女性が出産している時代を“２０代出産期”とする。 ☛ 昭和の終わりの頃は，２０代での出産がさらに顕著に表れており，２０代での出産が全体の７６．９％を占めている。 ☛ 一方で，この２０代出産期では，３５歳以上の女性の出産はほとんどない。 ＜平成４年＞ 

 

 ☛合計特殊出生率（平成４年人口動態統計）  １．５６ ☛有配偶者率（平成２年国勢調査） （１５歳～４９歳）男５４．３％ 女６１．３％ （２５歳～３９歳）男６４．１％ 女７９．５％ ☛出生数（平成４年人口動態統計）  ２８，４１０人 ☛女性人口（平成２年国勢調査） （１５歳～４９歳）７１４，０５４人 （２５歳～３９歳）２７５，５１１人  ＜昭和５７年＞ 

 

 ☛合計特殊出生率（昭和５７年人口動態統計）  １．８４ ☛有配偶者率（昭和５５年国勢調査） （１５歳～４９歳）男６２．５％ 女６９．３％ （２５歳～３９歳）男７４．６％ 女８７．３％ ☛出生数（昭和５５年人口動態統計）  ３７，３６０人 ☛女性人口（昭和５５年国勢調査） （１５歳～４９歳）６９７，４９４人 （２５歳～３９歳）３３８，３７６人     

00.10.20.30.40.5
0.60.70.80.91

00.10.20.30.40.5
0.60.70.80.91
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（２）出産停滞期（１０年前） ☛ 広島県の平成１４年の合計特殊出生率の年齢別（５歳刻み）の分布を見ると，２０代出産期のピークである２５歳～２９歳の部分のみが減少している。この部分が平成４年に比べて０．２ポイント減少しており，合計特殊出生率全体の減少率０．２ポイントと一致する。 ☛ これまで２０代で出産していた女性が，出産しなくなり，合計特殊出生率の分布が「山」から「台形」に変化している状態を“出産停滞期”とする。 ＜平成１４年＞ 

 

 ☛合計特殊出生率（平成１４年人口動態統計）  １．３４ ☛有配偶者率（平成１２年国勢調査） （１５歳～４９歳）男４７．７％ 女５５．２％ （２５歳～３９歳）男５３．３％ 女６４．６％ ☛出生数（平成１４年人口動態統計）  ２６，５０８人 ☛女性人口（平成１２年国勢調査） （１５歳～４９歳）６５０，６９７人 （２５歳～３９歳）２９２，２９２人   （３）晩産化期（現在） ☛ 広島県の平成２４年の合計特殊出生率の年齢別（５歳刻み）の分布を見ると，３０歳以降の合計特殊出生率の分布が増加している。１０年前の出産停滞期に子供をつくらなかった女性が出産行動を行うことによる晩産化，晩婚化による晩産化が要因と考えられる。このような時期を“晩産化期”とする。 ☛ また，２０代出産期，出産停滞期に比べて，出産年齢の幅が広がっており，２０代出産の全体に占める割合が４５．７％なのに対し，３０代出産は４９．６％と逆転している。 ＜平成２４年＞ 

 

 ☛合計特殊出生率（平成２４年人口動態統計）  １．５４ ☛有配偶者率（平成２２年国勢調査） （１５歳～４９歳）男４５．４％ 女５２．０％ （２５歳～３９歳）男５１．０％ 女５９．５％ ☛出生数（平成２４年人口動態統計）  ２４，８４６人 ☛女性人口（平成２２年国勢調査） （１５歳～４９歳）５８３，６２９人 （２５歳～３９歳）２７２，７９４人     

00.10.20.30.40.5
0.60.70.80.91 ０．２ポイントの減少

00.10.20.30.40.5
0.60.70.80.91 ０．２ポイントの増加 
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２ 必要な対策 （１）対応策 ☛ 今後の少子化対策としては，２０代出産期にあった２５歳～２９歳の出生率のピークを取り戻す取組を行うことが重要。 ☛ なお，３０歳以降の出生率の増加は，今後も高い状態で推移すると思われるが，これ以上の高齢出産は見込みにくく，ある程度の時期に合計特殊出生率の増加は止まると考えられる。 

 （厚生労働省「人口動態統計」）  （２）合計特殊出生率への影響 ☛ 広島県の今後の合計特殊出生率の推移は，現在，晩産化期にあるため，一定程度上昇を続けると思われるが，実質的な出生増とはならず，数値についてもいずれ減少に転じていく。  ☛ そのため，早急に，若い世代の出生率を向上させる取組を実施するとともに，３５歳以降の出産を支援することにより，現在の出産年齢の幅を維持しながら，合計特殊出生率の向上を目指す。 

 （国立社会保障・人口問題研究所「平成 24 年日本の将来推計人口」）   ※ 広島県の高位推計と中位推計は全国平均の高位推計と中位推計から算出。    

00.10.20.30.4
0.50.60.70.80.9
1

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳
S57H4H14H24若い世代の出生率を向上させることが重要

1.21.31.4
1.51.61.7
1.8

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35全国平均 

広島県 中位推計 
高位推計 

晩産化期が終わった場合 

晩産化期が続く場合 
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Ⅳ 若者の出生率を向上させるためには １ 県内市町の状況 （１）県内市町の合計特殊出生率 ☛ 県内市町の合計特殊出生率（平成２０年～２４年）は，山間部市町ほど高く，沿岸部市町は低い傾向にある。  

 （厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） （２）県内市町の有配偶者率 ☛ 県内市町の２５歳～２９歳の女性の有配偶者率は一部の市町を除き，大きく減少している。     特に合計特殊出生率の低い市町ほど，低い値になっている。 

 （総務省「国勢調査」）   

1.001.101.201.301.401.501.601.701.801.90
神石高原町 三次市 庄原市 北広島町 世羅町 福山市 安芸高田市 府中町 海田町 東広島市 安芸太田町 坂町 三原市 大崎上島町 呉市 府中市 熊野町 尾道市 竹原市 大竹市 江田島市 広島市 廿日市市

40.9%46.4%
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%

神石高原町 庄原市 三次市 大崎上島町 世羅町 海田町 東広島市 北広島町 安芸高田市 坂町 福山市 尾道市 三原市 府中町 呉市 江田島市 安芸太田町 熊野町 竹原市 大竹市 府中市 広島市 廿日市市 広島県
H22H12女性（25 歳～29 歳）有配偶者率の推移 

県内市町の合計特殊出生率 
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（３）若者の有配偶者率と合計特殊出生率の関係 ☛ 県内市町の２５歳～２９歳の女性の有配偶者率と合計特殊出生率には強い相関関係がある。    つまり，若者の出生率を伸ばすためには，若者女性の有配偶者率を増やす必要がある。 

 （総務省「国勢調査」） 女性の年齢 相関係数  男性の年齢 相関係数 20 歳～24 歳 0.80 20 歳～24 歳 0.50 25 歳～29 歳 0.92 25 歳～29 歳 0.50 30 歳～34 歳 0.88 30 歳～34 歳 0.38 35 歳～39 歳 0.80 35 歳～39 歳 0.15 40 歳～44 歳 0.72 40 歳～44 歳 0.08  （４）県内市町の出生数 ☛ 県内市町の出生数の平成１７年から２４年の伸び率は，坂町の１３７．５％に対して，世羅町の６６．７％と市町間で大きな開きがある。なお，出生数と合計特殊出生率に相関関係はない。 

 （厚生労働省「人口動態統計」）   

広島市
中区

東区南区 西区 安佐南区
安佐北区

安芸区佐伯区呉市大竹市 三原市尾道市福山市府中市
三次市 庄原市

竹原市 東広島市廿日市市 安芸高田市江田島市府中町 海田町熊野町 坂町安芸太田町 北広島町 大崎上島町世羅町 神石高原町

1.001.101.201.301.401.501.601.701.801.902.00

20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0%

98.7%
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%110.0%120.0%130.0%140.0%

坂町 府中町 東広島市 福山市 広島市 尾道市 呉市 廿日市市 大竹市 三原市 府中市 海田町 三次市 安芸太田町 安芸高田市 北広島町 庄原市 江田島市 熊野町 神石高原町 竹原市 大崎上島町 世羅町 広島県

県内市町の女性（25 歳～29 歳）有配偶者率と合計特殊出生率の分布 

女性（25 歳～29 歳）有配偶者率 

合計特殊出生率 

＜相関係数とは＞ 2 つのデータの関連性を表す数字のこと。“１”に近いほど 2 つのデータに関連性があり，“０”に近いほど関連性はなくなる。 
県内市町の出生数の伸び率（平成 24 年／平成 17 年） 
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（５）県内市町の世帯構成の状況 ＜三世代世帯の割合＞ ☛ 夫婦と子供のいる世帯のうちの三世代世帯の割合は，神石高原町の５０．２％に対して，府中町の７．２％と市町間で大きな開きがある。なお，三世代世帯割合と合計特殊出生率には相関関係がある。 

（総務省「国勢調査」）  ＜多子世帯の割合＞ ☛ 夫婦と子供のいる世帯のうちの多子世帯（世帯に子供が３人以上）の割合は，山間部市町が若干高い状況。なお，多子世帯割合と合計特殊出生率には相関関係がある。 

 （総務省「国勢調査」，）  ＜共働き世帯の割合＞ ☛ 夫婦と子供のいる世帯のうちの共働き世帯の割合は，山間部市町が高く，沿岸部市町が低い状況。なお，共働き世帯と合計特殊出生率には相関関係がある。 

 （総務省「国勢調査」）   

14.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%
神石高原町 庄原市 世羅町 府中市 安芸太田町 北広島町 安芸高田市 三次市 福山市 大崎上島町 尾道市 三原市 竹原市 江田島市 東広島市 大竹市 坂町 熊野町 廿日市市 呉市 広島市 海田町 府中町 広島県

49.0%39.1%11.9%
0%20%40%60%80%

100%
広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町 世羅町 神石高原町 広島県子供３人以上子供２人子供１人

43.4%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%
神石高原町 北広島町 庄原市 安芸高田市 府中市 世羅町 安芸太田町 三次市 大崎上島町 熊野町 福山市 三原市 尾道市 廿日市市 竹原市 坂町 呉市 江田島市 東広島市 府中町 大竹市 海田町 広島市 広島県

県内市町の三世代世帯割合 

県内市町の共働き世帯割合（最年少の子供が 6 歳まで） 
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（６）県内市町の女性に関する数値  ＜女性人口の推移＞ ☛ 県内市町の女性人口（１５歳～４９歳）の平成１７年から平成２２年の推移は，坂町の１０９．５％に対して，神石高原町の７８．２％と市町間で大きな開きがある。 ☛ 一方で，子育て世代の２０歳～３９歳の女性人口の推移は同じような傾向だが，世羅町は１８位から３位に上がっており，女性全体が減少する中で子育て世代の女性の減少が少ない市町もある。 

 

 （総務省「国勢調査」）  ＜女性の就業率＞ ☛ 県内市町の女性の就業率は，４割～５割程度で推移している。 

 （総務省「国勢調査」）    

95.4%
70.0%80.0%90.0%100.0%110.0%

坂町 東広島市 広島市 府中町 海田町 福山市 呉市 尾道市 熊野町 大崎上島町 三原市 三次市 廿日市市 大竹市 安芸高田市 府中市 北広島町 世羅町 竹原市 庄原市 江田島市 安芸太田町 神石高原町 広島県
92.4%80.0%90.0%100.0%110.0%

坂町 東広島市 世羅町 広島市 府中町 福山市 三原市 尾道市 海田町 三次市 廿日市市 安芸高田市 庄原市 呉市 北広島町 大竹市 大崎上島町 府中市 竹原市 江田島市 神石高原町 安芸太田町 熊野町 広島県
47.8%

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%
北広島町 東広島市 府中市 福山市 広島市 海田町 三原市 三次市 府中町 廿日市市 世羅町 安芸高田市 神石高原町 熊野町 庄原市 呉市 尾道市 坂町 竹原市 大竹市 安芸太田町 江田島市 大崎上島町 広島県

県内市町の女性人口（15 歳～49 歳）の推移（平成 22 年／平成 17 年） 

県内市町の女性人口（20 歳～39 歳）の推移（平成 22 年／平成 17 年） 

県内市町の女性就業率 
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（７）県内市町の男女人口  ＜男女人口のアンバランス＞ ☛ 県内市町の２０歳～３９歳の男女人口にアンバランスが生じており，県全体では男性の方が４，６８９人多いが，広島市では女性人口が６，８９８人多くなっている。 

 （総務省「国勢調査」）  ＜結婚適齢期の男女人口のアンバランス＞ ☛ 広島県の平均初婚年齢は夫が３０．４歳，妻が２８．９歳（平成２５年）なので，独身男性３０歳～４５歳と独身女性２５歳～３９歳の人口差を見ると，県全体で独身男性が１，４２７人多いのに対して，広島市では独身女性が４，５６０人多い状態にある。 ☛ このため，地域を超えた広域的な出会いが必要であり，県による広域的対策を要する。 

 （総務省「国勢調査」）   

-6,898
4,689 

-8,000-6,000-4,000-2,00002,0004,0006,0008,000
広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町 世羅町 神石高原町 広島県

‐4,560

1,427 

-5,000-4,000-3,000-2,000-1,00001,0002,000 広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町 世羅町 神石高原町 広島県

県内市町の男性人口－女性人口（20 歳～39 歳） 
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２ 合計特殊出生率を上げるためには （１）合計特殊出生率との相関 ☛ 県内市町の合計特殊出生率を上げるためには，相関関係の強い項目を複合的に実施する必要がある。まずは若者女性の有配偶者率を上げることが最優先。この取組に合わせて，多子世帯や三世代世帯，共働き世帯を増やすような施策，子供を生みやすい・育てやすい世帯環境の整備を効果的に実施することが必要。  【合計特殊出生率との相関関係】 項  目 相関係数 相関関係 女性（25歳～29歳）の有配偶者率 ０．９２ かなり高い 女性（30歳～34歳）の有配偶者率 ０．８８ かなり高い 多子世帯 ０．６５ 高い 三世代世帯 ０．６１ 高い 共働き世帯 ０．５４ 高い 男性（25歳～29歳）の有配偶者率 ０．５０ 中程度  （２）今後の少子化対策    合計特殊出生率を向上させる対策として，若者女性の有配偶者率向上を最重点施策とし，合わせて，もう一人子どもを産みたいと思える子育てしやすい世帯環境の整備や女性の就労支援などを広域的・総合的に実施する。    ＜若者女性の有配偶者率の向上＞ ☛地域を超えた出会いの場の創出 ☛民間の活力，ノウハウ等を最大限に活用 ☛各地での結婚支援体制の整備 など 

＜多子世帯の増加＞ ☛もうひとり子供を生みたいと思える子育て環境の整備 ☛保育施策の充実 など 

＜三世代世帯の増加＞ ☛三世代世帯のメリットを住民相互で補完できるファミリー・サポート・センター事業の利用促進 など 
＜共働き世帯の増加＞ ☛女性の就業継続への支援 ☛男性の育児参画の推進 ☛子育てしながら働ける職場環境の整備  など 
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Ⅴ 交付金活用事業の概要 １ 出会い・結婚支援   平成２６年度設置した「ひろしま出会いサポートセンター」を拠点として，各市町の実情に応じて県全体の出生率を底上げするため，新たに地域のおせっかい役の発掘・組織化や，若者のみならず，県民全体の結婚に対する機運醸成のための啓発プロモーションを実施する。  【 現状 】 広島県の合計特殊出生率は，全国状況と比較すると上位ではあるが，人口置換水準 2.07 には及んでいない。また，未婚化・晩婚化も進んでおり，人口減少が続いている。 ☛ 県の合計特殊出生率（H25）： 1.57（全国第 11 位） ☛ 35～39 歳既婚率（H22）： 男性 66.6％ 女性 77.8％ ☛ 平均初婚年齢（H25）： 男性 30.4 歳 女性 28.9 歳  【 課題 】 ☛ 98％の子どもが婚姻関係にある男女から生まれているが，若者の未婚化晩婚化が進んでいる。  ☛ 広島県内の市町で結婚適齢期の男女人口のアンバランスが生じている。  ☛ 見合い結婚の減少を友達婚や職域婚等他の結婚でカバーできていない。  ☛ これらの環境変化に対応するためには，「自然な出会い」を待ち「出会いがない」（結婚しない理由第１位）と思っている若者に，自ら「出会いをつくる」「出会いを活かす」認識を持たせるとともに，この行動が行える場を地域が創出していく必要がある。  【 課題解決に向けた仮説 】 ＜未婚者＞ ☛ 結婚を希望する若者へ必要な情報を一元的に提供するセンター機能の継続実施 ☛ 婚活に参加する若者の成婚率を高めるため，結婚に有利なスキルアップや認識，魅力向上の啓発 ＜地域＞ ☛ 県内全域で婚活を活性化するため，地域の特性に応じた身近な団体の取組みによる出会いを創出 ☛ 婚活の効果を高めるため，市町間に生じている無配偶の男女人口のアンバランスを解消 ☛ 地域の結婚世話役人の掘り起しと組織化 ☛ 婚活に参加する若者を増やすための機運醸成や啓発，情報提供 ＜職域＞ ☛ 都市部において割合の高い職域婚の後押しのため，企業におけるおせっかい役の活動を活性化  （１）みんなでおせっかい「こいのわ」プロジェクト     ～若い世代の結婚に対する意識醸成や応援の機運醸成のための啓発プロモーション～                              （ 交付金活用額 7,038 千円 ） ① 事業内容    若い世代の結婚に対する意識醸成を一層促進するとともに，晩婚化・未婚化の要因や少子化の影響について県民全体の正しい理解と応援の機運醸成のため，次の事業を実施する。   ＜啓発プロモーション＞    ☛ 結婚に対する意識醸成のための各種メディアを活用したポジティブキャンペーンを実施    ☛ 特に独身女性の多い広島市を中心に，若者女性が多い街頭・車両・駅メディアを展開 
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   【広報媒体】 ・ テレビ，ラジオによる県民全体に対する啓発プロモーション ・ 街頭ビジョン，広島市中心街・地下街など，若者女性が多くいる場所での啓発プロモーション ・ 若者男女をターゲットにした，公共交通機関の駅や車両メディアによる啓発プロモーション    【実施方法】     ・社会全体の認識不足や認識の個人差，誤解などがある状況を踏まえ，意識しなくても目に触れる広報媒体を活用     ・プロポーザルにより専門事業者から効果的な実施規模・方法について提案を受ける。      （想定する内容）・テレビ（ラジオ含む）：スポットＣＭ（15秒以上）40本以上              ・ナビア放送，車両（２社以上）中吊り広告，駅等ポスター広告：                戦略的に集中させる期間を設定し，連続 7日間×２回以上又は連続 10～                14日以上              ・個人の価値観等に配慮しつつ，若者がパートナーや家族がいることの幸せなどを感じるとともに，社会が晩婚化・未婚化が若い世代の責任とせず応援していく必要性を感じることできる効果的な映像や言葉，方法を提案により審査。    【ひろしま出会いサポートセンターとの連携】     ・未婚者の行動を支援するひろしま出会いサポートセンターは，ポジティブキャンペーンの効果による意識・行動変容の受け皿となり，結婚・婚活に関する具体的なコンテンツにより行動を継続させる役割を担うものであり，キャンペーンとセンター広報の連携によりセンター登録会員数の拡大を図る。    ② 先駆性   ○県の合計特殊出生率の向上と関連性に着目し，全国で唯一，将来の若者の有配偶者率の向上を目標として関連事業を実施する取組み   ○啓発プロモーションにおける成果指標の設定，パブリシティを生み出す戦略的広報の展開   ○意識啓発・環境づくりの拠点となるセンターを設置し，行政のみではなく，未婚者自身の取組みや企業・地域の取組みを醸成していく取組み   ○未婚者の意識変容を成果指標とし，アンケートにより把握するとともに，実際の行動についても把握。効果検証に当たっては，知事をトップとした経営戦略会議（庁内全局長級以上により構成）において報告・検証  ③ 事業目標  ☛ 啓発プロモーションによる若者や県民全体の結婚に対する機運醸成効果による積極的な婚活と受皿の拡大  ☛ 婚活に踏む出し，参加しようと思う，前向きな意識変容の拡大   成果指標 目標値 結婚支援事業への参加しようと思う割合＜事業実施前後＞ （独身者向けＷｅｂアンケート） ２０％以上向上    【指標の設定・検証の考え方】     ○ 独身者の結婚に向けて行動しようとする意識変容を調べるため，Ｗｅｂによるアンケートを事業実施前後で実施する。 
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   ④ スケジュール ４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月 啓発プロモーション ※上記のほか，ホームページ等による継続的な広報を含む。   （２）【県費事業】ひろしま出会いサポートセンターの運営＜H26 交付金活用事業＞ ① 事業内容    未婚者の結婚に関する行動のミスマッチや意識のミスマッチを解消するための意識啓発や企業等の応援により結婚に向けた行動がしやすい環境づくりを更に推進する。   ＜会員への情報発信＞～「出会いをつくる」「出会いを活かす」行動を促進～    ☛ 結婚に関する意識啓発等の効果を高めるため，未婚者の会員登録を促進    ☛ 結婚に関する意識改革や婚活に役立つ情報を収集し，メールマガジン等により会員へ直接提供    ☛ 未婚者の意識・ニーズや行動変容に関するアンケートを実施し，分析，活用するとともに，全国結婚支援セミナーへ参加するなど他自治体等の取組みを収集，活用。   ＜企業等の応援環境づくり＞～未婚者が行動しやすい環境づくり～    ☛ 未婚者が多くの時間を過ごす勤め先企業において，未婚者が結婚に向けて相談や行動がしやすい社内の雰囲気や福利厚生制度などが創造されるよう，企業を訪問し，啓発や助言を行う。社員の結婚を応援する意思を表明した企業はセンターへ登録の上 HPで紹介し，他企業への普及を図る。    ☛ 企業内の推進役となる人材を養成するため，人事・福利厚生担当者等を対象に，企業内サポーター養成研修を実施    ☛ 結婚に向けた自分磨きやデートなどの行動を支援するため，未婚者向けの割引等のサービスを提供する協力店舗の募集，掘り起しを行うとともに，HPで紹介。   ＜ポータルサイトの運営＞    ☛ ひろしま出会いサポートセンターの ポータルサイトの運営    ☛ ポータルサイト内で会員参加型の サービスを展開（婚活モニターブログ， ひとこと投稿など）    （３）施策の成果指標    広島県においては，全国で唯一女性の有配偶率を目標として，出会い・結婚に関する事業を総合的に推進することとしており，平成３２年における目標値を次のとおり定めている。  成果指標 現状値（H22） 目標値（H32） 女性（２５歳～３９歳）の有配偶者率 ５９．５％ ６３．２％   
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２ 女性の就業（継続）支援 （１）男性の育児参加を促すイクメン企業同盟活動推進事業＜～H26 交付金活用事業＞ （ 交付金活用額 8,259 千円 ） ①事業内容 共働き世帯の増加は県内市町の合計特殊出生率の向上に影響を与えるファクターであり，女性が安心して仕事と子育てを両立するためには男性の育児参加が不可欠である。このため，イクメン先進県である広島県の優位性を更に加速させ，子育て期の男性の育児参加を促進する，次の事業を実施する。    【背景・現状】 ☛ 広島県内の男性の育児休業取得率は全国平均を大きく上回っている。                                                                                            ☛ 広島県内の夫の育児時間は全国平均を上回っているが，他の先進国のレベルに近づける必要がある。                   

出典（取得年度で表示） 厚生労働省 「雇用均等基本調査」 広島県 職場環境実態調査 
全国平均を大きく上回っている 

6666歳未満時のいる夫婦の夫の育児時間（国際・全国・県）歳未満時のいる夫婦の夫の育児時間（国際・全国・県）歳未満時のいる夫婦の夫の育児時間（国際・全国・県）歳未満時のいる夫婦の夫の育児時間（国際・全国・県）    
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  【平成 26年度の取組】 ア．イクメン企業同盟の活動推進 ☛ 平成 25 年 3月に，企業経営者や社会全体の男性の意識改革，行動変容を促すため，イクメンを応援する企業経営者で「イクメン企業同盟」を結成。企業経営者が他の企業経営者等に呼びかけ，男性の育児参加を進める取り組みは全国的にも初の取組。平成 26 年度は立ち上げとして，同盟を広めるイベント・広報活動等を実施。     イ．イクボス宣言 
   ☛ 平成27年1月14日には，イクメン企業同盟の一員である本県知事が，都道府県知事で初めて『イクボス宣言』として，「組織のトップとして職場環境を変える」「県内にイクボスを増やす取組を更に進める」ことを改めて宣言した。    同日，知事の「イクボス」としての最初の取り組みとして，県職員の管理職を対象に「イクボス研修会」を開催。受講した管理職の意識に大きな変化があった。 受講者の感想 ・イクボスをめざそうという気持ちになった ・部下のこと考えていると思っていたが，まだまだだと痛感し，変わらなければいけないと思った  
               ウ．先進事例調査    ☛ 平成 26年度に実施した「女性の就業継続のための先進事例普及推進事業」の調査結果によると，下記のとおり，男性の含めた働き方の見直しの項目について，経営層と管理職の意識に乖離が見られ，男性も含めた働き方の見直しには，管理職層に対する施策が必要だと判明した。     診断項目 各階層の平均点 経営層 管理職 従業員 会社では，男性の育児等のための休暇取得促進や働き方の見直しが行われている 3.14 2.63 2.78 会社は，男女を問わず，全体的に長時間労働の削減や有給休暇の取得促進に取り組んでいる 4.12 3.40 3.21 会社や管理職（上司）は，家事，育児などの家庭生活の負担を男性が分担して担うために，早めに退社したり休暇を取ることに理解がある 3.52 3.25 3.15                                                                     ※5段階評価のｱﾝｹｰﾄ調査 平均3.0      

【イクボス】とは・・・部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出し、自らも仕事と私生活を楽しむ上司のこと 
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  【平成 27年度の取組】 平成 26 年度の取り組みにより判明した課題等を踏まえ，取組をさらに発展させ，企業経営者への働きかけのみならず，管理職層への働きかけを行うことにより，男性従業員が育児に参加しやすい職場環境づくりを加速させるとともに，社会全体の男性の意識改革を進め，県内男性の育児参加を促進する。（内容，実施方法は，企画コンペにより効果的な提案を採択。） ア．イクボス養成講座 目  的：企業トップ・管理職層の意識改革，理解・行動変容を促す 講  師：学識経験者，先進企業の経営者等 実施方法：講演，ロールプレイング，先進企業の経営者等による事例発表      定員 40 人，3回開催 講演内容：「イクボス」が必要とされる背景 労働力人口が減っていく中で，労働者は多様化していき，これまでのように，育児を妻に全部任せて職場にずっとい続けることのできた時代の労働者は少なくなっていき，育児や介護をしながら働く，時間の制約がある社員が多くなってくる。日本の職場に大事なのは風土改革で，それをやっていくのがボス。ボスがイクボスに変われば，職場が変わる。など 「イクボス」が企業に与えるメリット         ・イクボスが職場にいると，部下は組織へのロイヤリティー（忠誠心）が高まる ・イクボスが職員の効率的な職務遂行につながるマネジメントを行うことにより，企業のメリットにつながる ・イクボスがいる企業に優秀な人材が集まる など 「イクボス」になる方法         ・部下だけに配慮するのでなく，自ら実践することが大切で，週に１度は定時に帰るなど実践することが大切         ・部下に子どもが生まれたときの対応方法の実践 など  イ．イクメン企業同盟よる広報活動  目  的：メンバー拡大のための同盟の周知 企業経営者・管理職層の意識改革，理解・行動変容を促すための同盟の趣旨の周知       社会全体の男性の意識改革の促進       男性従業員の育児休業取得者の増      広報内容：同盟の取組紹介，趣旨の周知（企業における取組の重要性など） 同盟メンバー企業での取組事例の紹介 男性従業員の育児休業取得事例の紹介     など  実施方法：a.企業経営者・管理職層へ直接訴えかける方法 同じ立場の人や会合等での働きかけが有効であると考えられるため，次の方法で実施 ・名刺・チラシなどをメンバーが活用し，知人に対し周知            ・企業経営者・管理職が集まる会合等へのキャラバン            ・同盟メンバーの情報共有のため，情報交換会の開催（全国・県内企業の動きについての情報交換や効果的な周知方法などについての意見交換）やメールマガジンの送付  
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 中小機構調査研究報告書 中小企業経営者の経営情報の収集・活用に関する実態調査より  ｂ. 企業経営者・管理職層・社会全体の男性に広く訴えかける方法        新聞・雑誌・ホームページなど次の媒体を活用して広く訴えかける       ・新聞 ビジネス情報の情報源として活用されている「日本経済新聞」への広告記事掲載，折込チラシ（発行部数 5,000 部）  ・雑誌 広島の経済の情報源として購読する企業が多い雑誌「広島経済レポート」等への広告記事掲載（発行部数 33,000 部）  ・掲示広告 経営者を含め，企業関係者が出張等で多く利用する駅・空港・バスセンターなどにポスターやデジタル広告を掲示し広く訴えかける（1日平均利用者数 227,300 人） ・ホームページ，フェイスブック 同盟ポータルサイト等の運営 

             中小機構調査研究報告書 中小企業経営者の経営情報の収集・活用に関する実態調査より   

参考 

参考 
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効果測定：事前・事後のインターネットの抽出調査により，同盟・同盟の趣旨の周知率，意識変化，行動変容等の意識調査を実施  （２）先駆性      育児休業の取得をはじめとした，男性の積極的な育児参加を促すための取組を企業（経営者）が自発的に取組の輪を広げ，女性が仕事と家庭を両立しながら安心して子どもを生み育てられる環境を社会全体に浸透させる仕掛けは先駆的であり，持続的に取り組むことができる。      ア．イクボス養成講座       経営者・管理職を対象に，男性の育児参加を促すボスの育成に取り組む企業講座は全国的にもまだ少なく，広島県内においては初めての試みである。      イ．イクメン企業同盟による広報活動       企業経営者自らが主体的に職場の働き方改革を目指す行動をおこすとともに，他の企業の経営者にも取組を呼びかけ，輪を広げる取組は全国的に見ても類のない取組である。  （３）継続の理由      平成 25年 3月に企業経営者や社会全体の男性の意識改革，行動変容を促すため，イクメンを応援する企業経営者で「イクメン企業同盟」を結成した。平成 26 年度は立ち上げとして，同盟の知名度を高めるためイベント・広報活動等を実施した。平成 27 年度は，平成 26 年度の取組により判明した課題等を踏まえ，取組をさらに発展させ，企業経営者への働きかけのみならず，管理職層への働きかけを行うことにより，男性従業員が育児に参加しやすい職場環境づくりを加速させるとともに，社会全体の意識改革を進め，県内男性の育児参加を促進する。    



- 25 - 

 

（４）成果指標    これらの事業のほか，女性の活躍促進に関する事業を総合的に推進することにより，平成３２年における目標値を次のとおり定める。  【施策の成果指標】 成果指標 現状値 目標値（H32） 男性の育児休業取得率 4.8％（H26） 13.0％ 女性（25～44 歳）の就業率 68％（H22） 73.0％  【事業目標】 成果指標 現状値 目標値（H27） イクボス養成講座参加者数 － 120 人 イクメン企業同盟加入者数 38 人（H27.1） 新規加入者 30人   ①男性の育児休業取得率成果指標                     ※調査年度で表示 年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 取得率 4.8% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 13.0    Ｈ27 年度実施事業の指標達成への寄与 25,000 人（育児休業取得対象男性※出生数見込み）×8%＝約 2,000 人  イクボス養成講座波及効果 120 人×1 人＝120 人  同盟メンバー波及効果   80人×20社×1人＝1,600人（メンバー数×波及企業数×取得者数）  広報活動         県内企業 45,000社を対象に広報。繰り返し（3回以上）啓発による期待値で算出               45,000 社×0.7×1％×1 人＝315 人（企業数×広報到達率×波及企業数×取得者数） ※広報活動においては，同盟メンバーの新規加入者数（30名）の目標を達成するため，イクメン企業同盟のメンバー募集記事を合わせて掲載することとする。    
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