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令和元年の出⽣数は 86 万 4 千⼈、過去最⼩を更新
2,433 名のママ・パパにアンケート！誕⽣⽉にまつわる噂を解明

“令和ベビー”を狙った産み控えは実際にあった？
1 割近くのママ・パパが「早⽣まれを避けたかった」と回答

妊娠・出産・⼦育ての毎⽇を笑顔にする、ママと専⾨家をつなげるプラットフォーム企業、株式会社ベビーカレ
ンダー（旧社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋⾕区、代表取締役：安⽥啓司、以下「ベビーカレ
ンダー」）は、2018 年 12 ⽉〜2019 年 11 ⽉にお⼦さんが⽣まれた 2,433 名のママ・パパを対象に『お⼦さんの
誕⽣⽉』に関するアンケート調査を⾏いました（調査期間：2019 年 12 ⽉ 8 ⽇〜12 ⽉ 12 ⽇）。12 ⽉ 24 ⽇（⽕）
に厚⽣労働省より公表された「⼈⼝動態統計の年間推計」を踏まえ、調査・分析の結果を発表いたします。

＜サマリー＞
1．2019 年、出⽣数は過去最⼩の 86 万 4 千⼈！推計より 2 年早く、初めての 90 万⼈割れ
2．“令和ベビー”を狙った産み控え、実際にあった？ママ・パパ 2,433 名にアンケート調査！
3．「夏⽣まれが多い」「早⽣まれを避ける⼈が多い」誕⽣⽉にまつわる噂はホント？ウソ？
1．2019 年、出⽣数は過去最⼩の 86 万 4 千⼈！推計より 2 年早く、初めての 90 万⼈割れ
12 ⽉ 24 ⽇（⽕）、厚⽣労働省より「⼈⼝動態統計の年間推計」が公表されました。2019 年の出⽣数は 86 万
4 千⼈となる⾒込みで、過去最⼩を更新。同省の研究機関「国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所」が 2017 年にまとめ
た推計では、90 万⼈割れを 2021 年と⾒込んでいたため、予想よりも 2 年早い結果となります。

※「⼈⼝動態統計速報」の⽉間出⽣数をもとに、各⽉ 1 ⽇あたりの平均出産数をグラフにしています。
※令和元年 11 ⽉・12 ⽉の数字は、「⼈⼝動態統計の年間推計」をもとに⽇本における外国⼈等を含み割り出した弊社における推定値です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ベビーカレンダー 担当：⼤久 渚⽉
TEL：03-6631-3600 FAX：03-6631-3601

MAIL：info@baby-calendar.jp

※本調査内容をご使⽤いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。
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⽉毎に 1 ⽇あたりの平均出⽣数を⾒てみると、2019 年の下げ幅が⼤きくなっていることがわかります。2018 年
は前年同期⽐の平均が約 97.2%だったのに対し、2019 年は前年同期⽐の平均が約 94.2%と、なんと前年より 6%
近く減少しました。
当初は、平成から令和への改元効果で出⽣数が増えるとも期待されていましたが、実際には出⽣数に⼤きく影響す
ることはありませんでした。新元号「令和」がスタートした 5 ⽉に少し出⽣数が上昇したものの前年同期には及ば
ず、6 ⽉にはまた⼤きく落ち込んでいます。その後も常に前年同期を下回る数字で推移し、改元によるベビーブー
ム到来はならず、という結果に終わりました。
出産適齢期（25〜39 歳）にあたる⼥性の⼈⼝が年々減っているため、前年より出⽣数が減少することは必然的と
も⾔えますが、加えて婚姻件数の減少も⼤きく影響していると考えられます。今後、合計特殊出⽣率が上昇したと
しても、出⽣数はさらに減少していくことが⾒込まれている状況です。

2．“令和ベビー”を狙った産み控え、実際にあった？ママ・パパ 2,433 名にアンケート調査！
今回ベビーカレンダーでは、2018 年 12 ⽉〜2019 年 11 ⽉までの 1 年間にお⼦さんをご出産された 2,433 名
のママ・パパにアンケート調査を実施しました。この結果から、⾚ちゃんの誕⽣⽉について何か意識したことはあ
るか、また、改元に合わせて出産のタイミングを考えたかどうかなど、さまざまな事情が⾒えてきました。
改元後の 2019 年 5〜11 ⽉にお⼦さんが⽣まれたママ・パパ 1,702 名に「お⼦さんを出産した⽉や時期について、
ご計画や考えがありましたら教えてください」と質問したところ、約 8%（135 名）が「新元号『令和』に変わっ
てから出産したかった」と回答しました。この結果から、改元に合わせた産み控えはあったものの少数派であり、
5 ⽉以降の出⽣数への影響はほとんどなかったことがうかがえます。
実際に厚労省が公表した出⽣数の推移を⾒ても、改元前の 1〜4 ⽉は前年と⽐べ平均 6.7%減だったのに対し、改
元後の 5〜12 ⽉は平均 5.3%減となっており、改元前と改元後で減少幅に⼤きな変化はなく、期待されていたよう
に出⽣数が⼤きく伸びることもありませんでした。
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3．「夏⽣まれが多い」「早⽣まれを避ける⼈が多い」誕⽣⽉にまつわる噂はホント？ウソ？
厚労省の「⼈⼝動態統計」及びベビーカレンダーのアンケート結果をもとに、⽿にすることが多い誕⽣⽉にまつ
わる噂について、実際のところどうなのか検証してみました。

噂①「夏⽣まれの⼦が多い」説
「周りに夏⽣まれの⼦が多い」
「産院は夏が混むらしい」
「保育園や幼稚園のお誕⽣⽇会、夏⽣まれの⼦が⼤勢…！」
などなど、夏（7〜9 ⽉）に⽣まれる⼦どもが多いということを感じたり、聞いたりしたことはありませんか？
⼈⼝動態統計を⾒ると、実際に近年は 7〜9 ⽉の出⽣数が⽐較的多くなっています。

厚労省の調べでは、第２次世界⼤戦前は、出⽣⽉によって出⽣率の差が⼤きかったそう。1〜3 ⽉に出⽣率が⾼く
なり、6 ⽉には低い傾向のまま推移していたといいます。戦後から昭和 39 年にかけても同様に、1〜3 ⽉の出⽣率
が⾼く、6 ⽉の出⽣率が低かったものの、出⽣⽉による差は戦前に⽐べて少なくなっていったようです。
そして昭和 45 年以降は、出⽣⽉による出⽣率の差は、ほとんど⾒られなくなりました。平成元年以降も出⽣率の
差はほとんどないものの、⽐較的 7〜9 ⽉に⾼く、3 ⽉が低い傾向へと変化。現在も、その傾向のまま推移してい
ることがわかります。
＜参考＞厚⽣労働省 HP-⼈⼝動態統計特殊報告-出⽣に関する統計-平成 17 年度「出⽣に関する統計」の概況-1 出⽣の年次推移-(2)⽉別にみた出⽣

以上のことから、
「夏⽣まれの⼦が多い」説は、平成元年以降において統計的に「ホント」であると⾔えそうです。
また、2019 年 7〜9 ⽉にお⼦さんが⽣まれたママ・パパ 697 名に、出産の時期について何か計画や考えがあった
かどうか質問したところ、下記のようなコメントがありました。
・上の⼦の幼稚園が夏休みの間だけ⾥帰りしたかったので、7 ⽉に出産したいと考えた
・実家のサポートを受けやすい時期だった
・産後 1 カ⽉はお⾵呂に浸かれずシャワーのみなので、寒い冬は苦⼿なため夏に出産できるように計画した
・⻑期連休があるため、出産に⽴ち会ってもらえると思った。産後もサポートしてもらうことができた
・仕事の繁忙期後で産休に⼊りやすいタイミングを考えた
夏季休暇があるため、家族が出産に⽴ち会いやすく、産後のサポートを受けやすい時期だったという理由から、夏
の出産を考えたという⼈が多いようでした。
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噂②「早⽣まれを避ける⼈が多い」説
1 ⽉ 1 ⽇から 4 ⽉ 1 ⽇に⽣まれた⼦は「早⽣まれ」とされ、同じ年に⽣まれた⼦よりも 1 つ上の学年となります。
そのため、特に⼩さいうちは、同じ学年の遅⽣まれの⼦と⽐べるとどうしても成⻑や発達に差が出てしまうので、
不安を感じるという⼈もいるかもしれません。
早⽣まれを避けて出産する⼈が多いという噂、実際はどうなのでしょうか？
⼈⼝動態統計を⾒ると、早⽣まれとされる１〜3 ⽉の出⽣数は低く推移しています。
早⽣まれ（1〜3 ⽉）と、遅⽣まれ（4〜12 ⽉）の平均出⽣数を⾒てみると、各年約 2〜3%、早⽣まれのほうが少
ない結果に。それほど⼤きな差ではありませんが、僅かながら遅⽣まれの平均出⽣数が多い結果となりました。

また、2018 年 12 ⽉〜2019 年 11 ⽉までの 1 年間にお⼦さんをご出産された 2,433 名のママ・パパに、出産の
時期について何か計画や考えがあったかどうか質問したところ、約 9.3%（226 名）が「早⽣まれを避けたかっ
た」と回答。全体の 1 割近くの⼈が、早⽣まれを避けたいと考えていたようです。
これらの結果から、早⽣まれを避ける⼈が多いという噂についても「ホント」であると考えられます。
実際に早⽣まれを避けたいと考えた⼈の中には、下記のような意⾒がありました。
・予定⽇は 4 ⽉だったが、切迫気味で 3 ⽉になる可能性もあった。⼩さいうちは早⽣まれだと同学年でも成⻑の差
が⼤きく、保育園⼊園時点で 1 歳になり⼊りづらいと聞いたので、できれば 4 ⽉に⽣まれてほしいと思った
・上の⼦が 1 ⽉⽣まれで、早⽣まれは周りと⽐べて成⻑が遅かったり、新⽣児の授乳時期がとても寒かったり、あ
まり良いことが無かった印象なので、2 ⼈⽬は遅⽣まれの春⽣まれがいいと思った
・⾃分⾃⾝が早⽣まれで⼩学校の時は⾝⻑や能⼒の差を感じていたので避けたかった
・もし 3 歳くらいで発達障害などが⾒つかった場合、⼩学校就学までの準備期間が 1 年短くなるため、できれば遅
⽣まれにしたいと思った

以上の誕⽣⽉にまつわる 2 つの噂は、統計的な⾒⽅や実際のママ・パパの声から、事実であることが明らかになり
ました。

4

2019.12.25 News release
株式会社ベビーカレンダー
今回、予想より 2 年早く出⽣数が 90 万⼈を下回り、世間では驚きの声が挙がっています。しかし、前述にもあ
るように、出産適齢期にあたる⼥性の⼈⼝が年々減っているため、前年より出⽣数が減少することは予測ができた
事態でもあります。そして出⽣数減少という悲観的な結果ばかりではなく、近年の合計特殊出⽣率は 1.4 ⼈前半を
維持しており、2019 年も合計特殊出⽣率が⼤きく低下しているわけではないという事実もあります。
＜調査概要＞

調査対象：株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」
「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利⽤された⽅
2018 年 12 ⽉〜2019 年 11 ⽉にお⼦さんが⽣まれた⽅
調査期間：2019 年 12 ⽉ 8 ⽇（⽇）〜2019 年 12 ⽉ 12 ⽇（⽊）
調査件数：2,433 件

▼そのほかのニュースリリースはこちら
https://baby-calendar.jp/smilenews/release
＜ベビーカレンダーとは＞
『ベビーカレンダー』は、⽉間 320 万⼈以上が利⽤している、医師・専⾨家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト
です。妊娠してから⾚ちゃんが 1 歳になるまでの間、⾚ちゃんの成⻑に合わせて、毎⽇必要な情報をお届けします。
またこの度、『ベビーカレンダーアプリ』は第 12 回キッズデザイン賞の「⼦どもたちを産み育てやすいデザイン
個⼈・家庭部⾨」において、「少⼦化対策担当⼤⾂賞」を受賞しました。
表彰式の様⼦はこちら▶https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000029931.html
＜キッズデザイン賞とは＞
キッズデザイン賞は、
「⼦どもたちが安全に暮らす」
「⼦どもたちが感性や創造性豊か
に育つ」
「⼦どもを産み育てやすい社会をつくる」ための製品・空間・サービスなどの
中から優れた作品を選び、広く社会へ発信することを⽬的としている顕彰制度です。
＜公式 SNS からも最新情報更新中！＞
Facebook：https://www.facebook.com/babycalendar/
Twitter：https://twitter.com/baby_calendar
Instagram：https://www.instagram.com/babycalendar/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA
＜会社概要＞
■社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp）
■本社所在地：〒151-0053 東京都渋⾕区代々⽊ 1-38-2 ミヤタビルディング 10F
■代表者：代表取締役 安⽥啓司 ■設⽴年⽉⽇：1991 年 4 ⽉
■主要事業：産婦⼈科向け事業、メディア事業

5

