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子育て環境の整備に向けて 

前原 真奈美 

 

はじめに 

 

 日本の総人口は 2005 年の 1 億 2776 万人から減少して人口減少社会に突入し、50 年後の 2060

年には 8674 万人まで減少していくと予想されている1。2012 年現在、日本において未婚化・晩

婚化が進むことで子どもの数は減り、少子化が深刻な問題となっている。少子化が原因となり、

将来の労働力の低下による経済活動や所得の成長率の低下や、現役世代の税・社会保障負担が大

きくなるといった問題が発生している。日本において、少子化対策は急務であると考えられる。 

そこで本論文では、まずは人口減少社会における人々の結婚観の変化や経済的背景、子育ての

環境などといった現状を探る。そして子育て環境を悪化させる待機児童問題の解決や、子どもを

持ちたいという親に対してどのような保障を行うことが必要なのかを考える。 

次に、日本と同じく少子化問題を抱える先進諸国の対策をみる。特に合計特殊出生率の回復に

成功したフランス、スウェーデンの少子化対策を考察することで、仕事と家庭の両立政策と、手

厚い保障制度が成功の要因であることを明示する。 

さらに、今まで政府が行ってきた様々な少子化対策の歴史を辿るとともに、新しい取り組みに

も言及する。現状と照らし合わせることで、政府の対策は少子化を食い止めるには至らなかった

ことを明らかにしていく。 

最後にこれまでの内容を踏まえて、子どもを産み育てる環境を整えるために必要な対策を考え

る。 

 

1. 進む少子社会と悪化する子育て環境 

 

1.1 社会保障制度を崩壊させる人口減少社会 

 

 総務省統計局は 2005 年国勢調査における日本の人口について、「1 年前の推計人口に比べ 2 万

人の減少、我が国の人口は減少局面に入りつつあると見られる。」と発表し、人口減少社会とい

う言葉が普及し始めた。その後 2006，2007 年に 2000，1000 人とそれぞれ若干増加するも、2008

年には 7 万 9000 人の減少となり、それ以後も日本の人口は減少を続けている。2012 年 3 月現在

の日本の総人口は 1 億 2765 万人（概算値）であり、将来的には 50 年後の 2060 年には 8674 万人

にまで減少すると予測されている。少子化を裏付けるものとして、図 1 を見てもらうと分かるよ

うに、2012 年現在の年少人口である 0～14 歳人口は 1670 万 5 千人と、1955 年の 3012 万人をピ

                                                           
1 国立社会保障・人口問題研究所（2012）『 将来推計人口』 
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ークに減少傾向にある2。そして年少人口は 50 年後の 2060 年に 791 万 2 千人と、1 割を切るこ

とが予想され、全体の 4 割が 65 歳以上の高齢者であるといった少子高齢社会の姿が示されてい

る。こうした人口減少社会は単なる人口規模の減少だけではなく、生産年齢人口の減少を示して

おり、労働力の低下を引き起こしている。 

 人口減少がもたらす労働力不足は、年金財源の破綻など社会保障制度を崩壊させ、将来日本に

とって大きな問題を引き起こす要因となると考えられている。図１を見ると分かるように、2012

年現在の段階で 8040 万人の生産年齢人口（15～64 歳人口）がいるが、2060 年には人口減少で 3

分の 2 弱の水準にまで落ち込み、4418 万人になると予想されている。労働力は経済成長のため

の最も基本的なファクターであり、生産年齢人口の急激な減少は日本経済が中期的に縮小してい

くことを示している3。 

2012 年現在、日本では原則 65 歳以上の高齢者には、公的年金が支給され、賦課方式という現

役世代の支払う拠出金によって高齢者の年金を賄うシステムが取られている。つまり、このまま

現役世代の人口が減ると、高齢者の年金を支えられなくなる。人口減少の中、日本の年金制度を

維持するためには、給付水準の低下や負担率の上昇など、急速かつ大幅に調整する必要に迫られ

ている。人口減少に伴う生産年齢人口の減少は、こうした年金財源の破綻にもつながるのである。

同様のことは医療保険についてもいえる。高齢者は若者よりも病気にかかる確率が高く、介護の

必要性も出てくる。そのため、人口減少社会は健康保険・介護保険財政も圧迫させるといえるだ

ろう。 

 

図 1：日本の人口推移 

 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所（2012）『将来推計人口』より作成。 

                                                           
2 総務省統計局（2012）『人口推計』 
3 矢崎（2010）,p.128. 
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1.2 低下する合計特殊出生率 

 

 「平成 16 年（2004 年）版少子化社会白書」において、少子社会とは、合計特殊出生率（女性

が一生の間に産む子どもの数4）が人口置換水準5（長期的に人口が増減しない水準）をはるかに

下回り、かつ、子どもの数が高齢者人口（65 歳人口）よりも少なくなった社会と定義している。

この二つの推移をグラフに表したのが図 2 である。 

 

図 2：合計特殊出生率と人口置換水準の推移 

 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所（2012）『将来推計人口』より作成。 

 

この図をみてもらうと分かるように、合計特殊出生率が人口置換水準を下回ったのは、1956

年が最初である。その後 1965 年、1967 年、1971～1973 年というわずかな期間のみ合計特殊出生

率が人口置換水準を上回ったが、それ以外は 2010 年まで差を拡大しながら下回っている。加え

て図 1 を見てもらうと分かるように、子どもの数が高齢者人口よりも少なくなったのは 1997 年

である。したがってこの年以降、日本は少子社会になったといえるだろう。その後も少子化は進

行し、2010 年の合計特殊出生率（概算値）では 1.39 を記録した6。さらに約 50 年後の 2060 年に

は 1.35 へと推移すると予測されている7。 

そこで政府は 1990 年の｢1.57 ショック8｣を皮切りに、エンゼルプランなどの様々な少子化対策

                                                           
4 15 歳から 49 歳までの女性の各年齢における 1 人当たり出生率を求め、総和を計算すればこの値になる。 
5 国立社会保障・人口問題研究所が 2012 年に発表した「人口統計資料集」では、2010 年の人口置換水準は 

2.07 である。 
6 厚生労働省（2011）「人口動態統計月報年計（概数）の概況」 
7 国立社会保障・人口問題研究所（2012）『将来推計人口』 
8 1990 年の 1.57 ショックとは、前年（1989 年）の合計特殊出生率が 1.57 と、「ひのえうま」という特殊要 
因により過去最低であった 1966年の合計特殊出生率 1.58を下回ったことが判明した時の衝撃を指してい 
る。 
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を打ち出してきた9。しかしながら、実際には合計特殊出生率は低下を続けている。なぜ人々は

子どもを産まなくなったのか。2005 年に国立社会保障・人口問題研究所が実施した｢第 13 回出

生動向基本調査｣によると、理想子ども数は 2.48 である。つまり、理想として子どもは欲しいが、

実際には産めない状況にいるという人が多くいることが分かる10。そこで、少子化の原因と子ど

もを産む環境の問題について調べていきたい。 

 

1.3 増加する未婚化・晩婚化 

 

 少子化の主な原因として挙げられるのは、未婚化・晩婚化である。未婚化とは一度も結婚した

ことがない人が増加することであり、晩婚化とは平均初婚年齢が以前と比べて高くなることであ

る。晩婚化は晩産化を生じさせ、出産を控えさせる傾向があるため、晩婚化は少子化の原因とな

る11。日本の婚姻件数は、第一次ベビーブーム世代12（1947 年から 1949 年に誕生した世代）が

25 歳前後の年齢を超えた 1970 年から 1974 年にかけて 100 万件を記録していた。しかしその後

の婚姻件数は減少傾向となり、2010 年時点で 70 万件と過去最低の数値となった。 

 

図 3：婚姻件数、婚姻率、生涯未婚率の推移 

 

（出所）厚生労働省『人口動態統計』より作成。 

 

2010 年国勢調査によると未婚総数は 2973 万人であり、男女ともに上昇している。図 3 を見て

もらうと分かるように、生涯未婚率も年々上昇しており、深刻さがうかがえる。そして女性の平

均初婚年齢は 1975 年の 24.7 歳以降、上昇傾向のまま推移している。1986 年に 25.6 歳、1997 年

                                                           
9 前田（2004）,p.25. 
10 社会政策学会（2008）,p.3. 
11 小崎（2012）,p.3. 
12 ベビーブームとは、赤ちゃんの出生が一時的に急増することをいう。日本では、第二次世界大戦後、二 

回のベビーブームがあった。第 2 次ベビーブームは 1971 年から 1974 年である。第１次ベビーブーム世 
代は「団塊の世代」、第２次ベビーブーム世代は「団塊ジュニア」と呼ばれている。 
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で 26.6 歳と、1 歳上昇するのに 11 年かかったが、2003 年に 27.6 歳、2009 年に 28.6 歳になるま

では、それぞれ 6 年であった。こうして日本では未婚化・晩婚化が年々進行していることが分か

った。ではなぜ未婚化・晩婚化は起きているのだろうか。人々が抱える、子どもを産む環境の問

題について調べていきたい。 

 

1.4 子育ての経済的な負担と環境の不整備 

 

未婚化・晩婚化が増加している要因の一つとして、景気後退による若者の就業行動の変化が挙

げられる。特に問題となっているのは、若年労働者の不安定な就労形態（ニート、フリーター、

失業、非正規雇用など）である。こうした就労形態の特徴は低賃金、不安定雇用であり、不安定

な就労をしている若者は、将来の展望を描くことができない状態に陥っている。そして将来の展

望を描くことができない若者は、結婚や出産を控えることとなり、未婚化・晩婚化を推進させ、

少子化を引き起こしていると考えられる。よって就職支援を行い、若者の就職機会の拡大を行う

ことも未婚化・晩婚化を防ぐための手段だと考えられる。 

2009 年に内閣府が実施した｢平成 20 年度（2008 年度）少子化社会対策に関する子育て女性の

意識調査13｣において、重要な少子化対策として考えるものは｢経済支援措置｣が 72.3％で特に多

く、次いで「保育所の充実をはじめとした子どもを預かる事業の拡充」が 38.1％で多かった14。

つまり、多くの人が経済的な負担と保育所不足を、子育てに感じていることが分かる。 

実際に子育てに掛かる費用（教育費）は、幼稚園から大学まですべて公立に行っても子ども一

人あたり約 1100 万円かかるといわれている。さらに食費や衣料費など基本的な養育費（約 1640

万円）を足すと、大学まで全て公立に通わせても、一人の子どもを育てる費用は約 3000 万円と

なり、家計に大きな負担をかけることが分かる。これだけの子育てコストがかかるとなると、た

くさん産まずに少ない人数で大切に育てようとする心理が働く15。さらに経済支援措置が重要だ

と考える人が挙げた具体的な支援策は、｢保育料または幼稚園費の軽減｣（59.3％）が約 6 割で最

も多く、次いで｢児童手当の支給年齢の引き上げ｣が 51.2％、｢児童手当の金額の引き上げ｣が

46.7％となっている。つまりこの問題を解決するためには、「経済的に苦しく子どもが産みたい

のに産めない」という人々に対して社会保障を行っていく必要があるだろう。 

 

1.5 増加する待機児童 

 

子どもを育てる環境の問題点として、増加する待機児童が挙げられる。「待機児童」とは、保

育所入所申請をしているにもかかわらず、希望する保育所が満員である等の理由で保育所に入れ

ない児童のことをいう。待機児童の増加は、子育て環境の悪化につながっており、早急な対策が

求められている。図 4 を見てもらうと分かるように、待機児童数は 2003 年の 2 万 6383 人から

                                                           
13 子どものいる 20～49 歳の女性を対象に調査が行われた。 
14 内閣府（2009）,第 5 章 少子化対策全般について 
15 矢崎（2010）,p.175. 
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2007 年の 1 万 9794 人まで減少しているが、2008 年からは増加の一途をたどっている。保育所の

状況は 2010 年時点で、定員が 215 万 8 千人であり、待機児童数は 2 万 6275 人で 3 年連続の増加

となっている16。第 3 節でみるように、この時期に政府が行っていた、新待機児童ゼロ作戦の効

果は出なかったことが読み取れる。待機児童を減らすことは、子どもを産む環境を整えることに

なり、少子化対策として必要不可欠であると考えられる。 

 

図 4：待機児童数の推移 

 

 
（出所）内閣府『平成 22 年版（2010 年版）子ども・若者白書』より作成。 

 

 

2. 先進諸国の少子化対策 

 

少子化は日本だけの問題ではない。先進諸国においても同様の問題を抱えた国が多くあり、

様々な少子化対策を行っている。この章では先進諸国の現状を知り、少子化対策が成功した国の

政策を調べることで、日本の政策に取り入れたい。 

 

2.1 少子化が進む先進諸国 

 

 少子化は日本だけにとどまらず、諸外国においてもみられている。『平成 23 年度版（2011 年

度版）子ども・子育て白書』によると、図 5 を見てもらっても分かるように、主な国（アメリカ、

フランス、スウェーデン、イギリス、イタリア、ドイツ）での合計特殊出生率は、1960 年代ま

ではすべての国で 2.0 以上の水準で推移していたが、その後減少傾向にあることが分かる。2009

年時点での各国の合計特殊出生率はそれぞれ、アメリカ 2.01、フランス 1.99、スウェーデン 1.94、

イギリス 1.94、イタリア 1.41、ドイツ 1.36 である。多くの国で日本の 1.39（2010 年）と同水準

                                                           
16 厚生労働省（2010）『保育所関連状況取りまとめ』 
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の数値が示されており、少子化の進行がうかがえる。 

それでは、同じ少子化という問題を抱える諸外国において、どのような施策が行われているの

だろうか。まずは、各国の家族関係社会支出の対 GDP 比から、どの程度少子化対策に重きを置

いているのかを見てみる。表 1 のように、日本の家族関係社会支出の対 GDP 比は 0.75％である

のに対し、アメリカ以外の 5 カ国では日本よりも多くの支出をしていることが分かる。 

 

 

図 5：諸外国の特殊出生率の推移 

 

（出所）『平成 23 年度版（2011 年度版）子ども・子育て白書』より作成。 

 

 

 

表 1：各国の家族関係社会支出の対 GDP 比の比較（2003 年） 

 

 

（出所）『平成 23 年度版（2011 年度版）子ども・子育て白書』より作成。 
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国民負担率 36.30 31.80 58.30 53.30 47.00 60.20 69.10
潜在的国民負担率（2003年） 46.80 38.30 63.20 58.70 51.10 65.80 69.30
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2.2 仕事と家庭の両立を図る諸外国の主な施策 

 

諸外国の少子化対策として、主な施策を紹介する。 

アメリカでは伝統的に家族生活は個人的責任という考え方があり、政府による家族支援は非常

に低い水準にある。一般家庭向けの児童手当はなく、育児休業制度は弱く、公的保育サービスの

給付水準は低い。代わりに市場を通じたサービスの提供が志向されている。連邦政府が中低所得

者をターゲットにした保育支援策として、「Child Care and Development Block Grant（CCDBG）」

がある。主に中低所得者や母子家庭の母親が就労する際に必要となる保育サービスを確保し、質

を高めていくために必要な財源を連邦政府から州政府に提供するものである17。 

イタリアでは家庭外の幼児保育サービスが進んでおらず、保育園利用率も低い。2000 年から

仕事と家庭の新しい調和を目指して、①出産休暇の義務付け②父親休暇の権利③両立を促進する

企業への経済支援が制定された18。 

イギリスでは長い間、家族や子どもを対象とする政策が存在しなかった。そこで職業と家庭の

両立について実行性を高めるため、ワーク・ライフ・バランスの推進や子どもへの投資を中心と

した、「チャイルドケア」を進めている19。 

フランスでは女性の就業志向が家族形成や出生行動を抑制する傾向は薄れつつあるが、職業と

家庭を両立するための保育サービス、特に集団保育所の整備には遅れが指摘されている。そこで

伝統的に保育サービスを担ってきたのが、親が保育資格を持つ者と契約して個別に子どもを預か

ってもらうという「保育ママ」である20。 

スウェーデンは、「男女が共に働き、そして家庭生活にも同様の義務を負う」という考え方が

強く、男女機会均等先進国である。主な制度として、全両親を対象に所得補償や出産・育児休暇

を取得できるという親手当がある21。 

以上のことからもわかるように、諸外国においては仕事と家庭の両立を図るための施策に力を

入れている。日本においても現金給付や現物給付といった財政的な支援だけでなく、子育てを行

う親が働きやすい環境を整えていくことが必要ではないだろうか。 

 

2.3 少子化対策に成功したフランス 

 

 ここで少子化対策を行う各国の内、合計特殊出生率が 1.99 と回復に成功したフランスについ

て、もう少し詳しくみてみたい。フランスは 1993，1994 年に合計特殊出生率が 1.66 と過去最低

を記録したが、その後は順調に回復して 2000 年ごろから増加に転じ、2006 年には合計特殊出生

率は 2 人を上回ることになった。2006 年以降も増加し、さらには日本の 1.39 人を大きく上回る

                                                           
17 大関（2006）,p.263. 
18 森（2006）,p.203. 
19 平川（2006）,p.220. 
20 樋口（2006）,p.173. 
21 秋朝（2010）,p.151. 
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など、主要国の先頭を走っている。このことからも、フランスでは少子化対策の効果が発揮され

ているようである。ではどういった対策が効果を出したのだろうか。 

 

フランスの充実した家族手当 

フランスの家族政策を具体的に見ていく。フランスの児童手当の大きな特徴は表 2 を見てもら

うと分かるように、1 人目の子どもには支給されないことである。なぜならフランスでは子ども

を 2 人以上産むことが推奨されているからである。その代わり 2 人目の子どもは 20 歳まで毎月

1 万 6000 円、3 人目以降は毎月 2 万円が所得制限もなしに支給される。さらに 11 歳から 15 歳ま

では月 4000 円が上乗せされ、16 歳から 19 歳までは月 8000 円が上乗せされる。 

それ以外に、3 歳以上の子どもを 3 人以上育てている家庭に配られる家族補足手当や、新学期

の準備のための新学期手当等 30 種類にも及ぶ手当があり、とても手厚く保障されている。フラ

ンスの家族給付は、企業からの拠出、一般社会税（CSG）、国庫からの拠出など、幅広い負担を

財源とする「家族給付全国公庫」が担っており、経済的支援の水準が極めて高い。フランスの家

族政策にかける費用は、国内総生産（GDP）比で 3.0％であり、日本の 0.81％と比べても 3 倍以

上である。このように、フランスの家族政策は日本に比べるととても手厚く、少子化対策に一役

買ったことが分かる。 

 

子育ての負担を軽減する認定保育ママ 

他にも、フランスでは子どもが 3 歳になるまでは、2 通りの方法のどちらかを選ぶことができ

る。1 つ目の方法は、賃金補助を受けながら育児休暇を 3 年間取る方法である。この場合、職場

復帰後も復帰前の賃金が保障される。もうひとつの方法は、仕事を続けながら保育手当をもらい、

保育サービスを利用する方法である。フランスではこの「保育ママ制度」による保育サービス等

をより充実させることにより、仕事と家庭の両立支援策に力を入れている22。 

認定保育ママとは、保育の専門家で厚生省が認可する資格である。9 か月の研修で資格を取得

でき、1 人で最大 5 人までの子どもの面倒を見ることができる。親は認定保育ママの家に子ども

を預けるか、自宅で面倒を見てもらうことを選択することになる。フランスではこうした認定保

育ママを利用している人が多く、子どもを保育所に預ける親は 3 割程度で、残りの 7 割は認定保

育ママを利用している。これに対してフランスで子どもを育てる親からは「手当や保育サービス

が充実しているだけでなく、選択肢の幅が広いことが子どもを産み・育てる環境を良くしている」

という意見がある23。子どもが 3 歳になってからも環境が整っており、3 歳から小学校に上がる

3 年間は、ほぼ全員が「保育学校」というところに通い、夕方まで延長保育をしてもらうことも

可能となっている。 

 

 

                                                           
22 江口（2011）,p.43. 
23 矢崎（2010）,p.44. 
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表 2：フランスの主要な家族給付（2009 年） 

 

 

（出所）矢崎（2010）,p.41.より作成。 

 

フランスの保育所 

次に、フランスの 0～6 歳の就学前児童に対する保育所等サービスを詳しくみていく。上記の

ようにフランスでは 3 歳以下サービスの主流として、個人保育の認定保育ママがあるが、就学前

教育も充実している。2～6 歳以下の幼児対象の「保育学校」は、義務教育ではないが就学前教

育を担う学校として、小学校教育とともに初等教育体系に位置付けられている。保育料は無料と

なっており、3 歳以上の子どものほぼ 100％が通学している。しかし、月齢 10 週から就学前の子

どもを集団で預かる施設である「集団保育所」等は不足しており、十分とは言えない。それを補

うために、多様なニーズに応える「多機能型保育所」や「企業内保育所」の整備が進められてい

る24。 

                                                           
24 川島（2010）,pp.245-249. 

支給対象 支給額等

・第2子：123.92ユーロ,
・20歳未満の児童 　第3子以降：158.78ユーロ

・第2子から支給 ・11歳以上：34.86ユーロ,
　16歳以上：61.96ユーロ加算

一 ・所得制限なし

般 ・第3子以降：161.29ユーロ

扶 ・所得制限あり

養 ・両親の一方失った場合：

給 両親の一方又は 　子ども１人当たり87.14ユーロ

付 双方を失った子の ・両親の双方を失った場合：

養育を行う家庭 　子ども１人当たり116.18ユーロ

・所得制限あり

母子家庭ないし ・妊娠中：54.56ユーロ,
父子家庭 　出産後：109.11ユーロ

・所得制限あり

妊娠7か月目以降

又は20歳未満の ・889.72ユーロ

乳 養子を受け入れた ・所得制限あり

幼 月以降に支給

児 出産後、生後0か月 ・177.95ユーロ

養 から3歳になる前月 ・所得制限あり

育 ・子どもが1人： ・育児のために就業活動を停止

給 就業自由選択補足 　6か月間 　した場合支給

付 手当 ・子どもが2人以上：・当該期間に就業活動に従事し

　３歳になる前月 　ていなければ374.17ユーロ

保育方法自由選択 認定保育ママを雇用 ・所得等によって異なる

補足手当 する等の場合

・1人当たり124.54ユーロ

特 　障がいの程度により加算

定 3歳までの子どもの ・41.17ユーロ

目 看護休暇取得時

的 新学期（9月）に6歳 ・所得制限あり。子ども1人：

給 から18歳の就学児童 22.321ユーロ,以降子ども1人ご

付 とに5.151ユーロ引き上げ

家族手当を受給して

いる家族

障がいを持つ子ども特別教育手当

給付、手当名

家族手当

家族補足手当 第3子から支給

看護日額手当

新学期手当

家族住宅手当

家族支援手当

一人親手当

出産又は養子手当

基礎手当
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このように、フランスでは高い経済的支援だけでなく、仕事と家庭の両立支援として親のニー

ズを把握し、自由選択を可能とする多様なサービスを提供して働きやすい環境を整えることで、

少子化の進行を食い止めていることが分かった。さらにそうした児童福祉のみならず教育的視野

から子どもたちの将来につながる支援に重点を置いている。フランスの経験から、良質な保育所

等サービスを、安価な費用または無償で提供することは、仕事と家庭の両立にとどまらず、さら

なる効果を生み出している。第一に、女性の就労支援が社会経済的に労働力提供の向上に寄与す

るとともに、女性の経済的自立の支援につながること。第二に、子どもたちが最も家庭環境の影

響を受けやすい就学前に、社会的生活および教育的活動の場を提供することで、家庭の経済状況

が子どもたちの将来にわたる人的資本の獲得に及ぼす影響力を多少なりとも緩和できることで

ある。 

日本とフランスでは人口や文化などが違うため、そのまま取り入れることは不可能であろうが、

学ぶことは多いように思われる。将来的に持続可能な社会を構築するためにも、家庭と仕事の両

立支援および子供の福祉・教育的支援を通じて、多様化・複雑化する家族のニーズを調節するこ

とが必要となってくるだろう25。 

 

2.4 男女機会均等先進国のスウェーデン 

 

 家族政策が充実している国として、フランスの他にスウェーデンが挙げられる。スウェーデン

の合計特殊出生率は、大きく乱高下してきた。1930 年代半ばには合計特殊出生率は 1.70 まで下

がったが、出産休暇制度や児童手当法の施行が導入されることで、回復に向かった。1969 年に

1.93 まで上昇した後、1978 年には 1.60 まで低下。それに対して家族政策を拡充することで、1990

年には 2.13 となった。その後不況により合計特殊出生率は下がったが、経済状況の好転ととも

に 2007 年には 1.87 となっている。このことからも、スウェーデンでは、少子化対策が効果を発

揮し、いくつもの危機を乗り越えたことが分かる。 

国際連合開発計画26のジェンダー・エンパワーメント指数27や世界経済フォーラム28のジェンダ

ー・ギャップ指数29でみると、スウェーデンは男女機会均等先進国である。しかし、男女機会均

等政策が開花したのは 1960 年代であり、積極的に展開されたのは 1970 年代である。「男女が共

に働き、そして家庭生活にも同様の義務を負う」社会では、結婚は形式的であり、同棲カップル

の法的地位は婚姻関係のそれと比較して大差がなくなる等、自由な選択で子育てを行っている30。 

 

                                                           
25 川島（2010）,p.256. 
26 国際連合開発計画とは、1966 年 1 月にできた国連の技術援助機構。 
27 ジェンダー・エンパワーメント指数とは、政治・経済活動領域における女性の能力と機械の活用程度を 

図るもの。 
28 世界経済フォーラムとは、世界の 1200 以上の企業や団体が加盟する非営利の公益団体.毎年 1 月末に、 

開催するダボス会議や、競争力比較に関する年次レポートで知られる。 
29 ジェンダー・ギャップ指数とは、各国の社会進出における男女格差を示す指標。 
30 秋朝（2010）,p.151. 
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仕事と家庭の両立政策 

 スウェーデン社会では、子どもを持つ前に優先させるのが、仕事・就職である。無収入では人

生設計を立てにくいと考え、所得水準に連動した諸手当が給付されている。男女の労働率は高く、

7 歳の子を持つ者の労働力率は、2008 年で男性 96.5％、女性 84.2％で、20～64 歳までの全体（男

性 87.7％、女性 81.5％）を上回っている。女性の高い労働力率を見れば、「子どもか仕事か」と

いう二者択一はないように思われる31。さらに、男女間の賃金格差を見てみても、年齢、学歴、

勤務時間等で調整すると、各セクターで 10％未満となる32。つまり、スウェーデンの女性は男女

の格差の少ない環境で働くことで、仕事と家庭を両立することに成功しているといえる。 

育児休暇は男女平等社会のスウェーデンらしい制度である。「両親保険制度」と呼ばれる制度

では、両親合わせて育児休暇を 480 日まで取ることができ、そのうち 390 日は給料の 8 割を受け

取ることができる。さらに、夫婦どちらかが最低でも 60 日間は自分で取得しなければならない

ので、スウェーデンでは父親の 8 割が育児休暇を取る。加えて、仕事に復帰してからも子どもが

8 歳までは、勤務時間を 4 分の 3 に縮めることができるという権利が付いている。1995 年に、地

方自治体に子どもたちが必ず保育サービスを受けられるようにする義務を与えたため、保育所が

整備され、待機児童が減少したといわれている。保育料は格安で利用できるため、その効果は大

きかったとされている。 

スウェーデンでは、1948 年に金持ちに有利で貧しい人には不利な児童扶養控除に代えて児童

手当を創設した。2012 年現在のスウェーデンの児童手当は、全ての子どもに対して、16 歳まで

無条件に支給されるものである。1 人目は月 1 万 3000 円、2 人目は 1 万 4000 円、3 人目は 1 万

9000 円、さらに 5 人目になると 4 万 3000 円が支給される。このように、子どもの数が増えると

配られる額がどんどん増えていくのが特徴とされている33。子どもを多く産むことを前提とした

手当の給付を定めることで、自然と子どもを産む数が増加していくことが読み取れる。 

 

スウェーデンの保育所 

 スウェーデンの保育所は、名称が二度にわたって変更されている。1854 年、最初は「バーン

クルッバ（子どもの飼料桶）」と呼ばれ、質の悪いものであった。1944 年に公的な財政支援が受

けられるようになり、「ダーグヘム（昼間の家）」と名称を変更した。その後 1998 年、将来的に

全ての子どもに 2 年間の就学前活動を補償することを提案し、「就学前学校」と呼ばれるように

なった。就学前学校は、労働市場政策、家庭政策、児童ケア・社会福祉政策、男女機会均等政策、

そして教育政策と密接な関連を持つ。さらに、就学前学校在籍児童の 17％（7 万 3474 人）がス

ウェーデン語以外を母語としている状況（2008 年 10 月）では、多様な文化や習慣の交流や、ス

ウェーデン語やスウェーデン社会の価値観を学ぶ場となり、文化・統合政策とも関連を深めてい

る。 

スウェーデンの保育所は、就学前学校活動（1～5 歳まで）と学童ケア（6～12 歳まで）からな

                                                           
31 秋朝（2010）,p.152. 
32 秋朝（2010）,p.155. 
33 矢崎（2010）,pp.84-85. 
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る「就学前学校等児童ケアサービス」が中心となっている。就学前学校は、親が就労・就学して

いる 1 歳以上の子どもを受け入れ、全ての 4，5 歳児は年間 525 時間の就学前活動に無料で参加

できる。さらに、マックス・タクサ制度34の導入によって、料金の引き下げが行われるなど、働

く親のニーズに合わせた取り組みがなされている35。 

このようにスウェーデンでは、男女機会均等先進国として、仕事と家庭のバランス・両立を考

えた政策をとっていることが分かった。高福祉・高負担のスウェーデンでは、企業は何もしてい

ないイメージではあるが、実際のところ、中堅規模以上の企業では、両親休暇中の所得保障を上

乗せする等、子育ての支援を行っている。保障だけでなく、企業自体の子育てに対する意欲も高

く、両親休暇の取得はごく一般的であり、役員世代も多く取得している。つまりこれから言える

ことは、スウェーデンでは育児休暇を取得しながら、会社で出世することが可能だということを

示している。こうしたワーク・ライフ・バランスへの理解が示され、「ワーク・ワイフ・バラン

スの経験は、時間当たりの生産性が格段に高まるなど、従業員の質を向上させる」と指摘してい

る36。日本においても、女性の社会心室を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスへの理解を

進めることが重要となってくると考えられる。 

 

3. 日本の少子化対策 

 

3.1 少子化対策の歴史 

 

1990 年の「1.57 ショック」を契機に、政府は出生率の低下と子どもの数が減少傾向にあるこ

とを「問題」として認識し、仕事と子育ての両立支援等子どもを産み育てやすい環境作りに向け

て、数多くの取り組みを少子化対策として行ってきた。それにもかかわらず、日本では少子化が

いまだに解決されない問題として残っている。ここでは少子化対策がどのようにして行われたの

か記述し、各取り組みについて考察していく。 

 

エンゼルプランと緊急保育対策等 5 か年事業 

日本で政府として初めて本格的な少子化対策に乗り出したのが、1994 年 12 月、村山富市内閣

の「今後の子育て支援のための施策の基本方向について」（通称：エンゼルプラン）であり、今

後 10 年間に取り組むべき基本的方向と重点施策を定めた計画である。 

 

エンゼルプランの基本的視点は次の 3 点である。 

①子どもを持ちたい人が、安心して子どもを生み育てることができるような環境を整備するこ 

                                                           
34 2001 年 11 月可決、2002 年 1 月から実施。児童ケア料金に上限を設定するもので、導入は基礎的自治体 

であるコミューンの任意である。導入すれば国庫補助金が支給され、2003 年までに全てのコミューンが 
導入した。 

35 秋朝（2010）,pp.235-241. 
36 渥美（2008）,pp.233-235. 
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と。 

②家庭における子育てが基本であるが、家庭における子育てを支えるため、あらゆる社会の構

成メンバーが協力していくシステム（子育て支援社会）を構築すること。 

③子育て支援施策は、子どもの利益が最大限尊重されるよう配慮すること。 

 

エンゼルプランでは当時の厚生省と他の省庁との調整ができなかったため、具体的な数値目標

を定めることができず、厚生省が行える施策について別に計画を作ることになった。それが 1999

年度を目標年次として整備がすすめられた「緊急保育対策等 5 か年事業」である。この内容は、

まず保育所での 2 歳未満の低年齢児の受け入れの拡充を行うこと。そして、保育の機能を増やす

ことや「放課後児童クラブ」等の放課後児童対策もポイントとされた。その他、母子保健医療体

制の充実や住宅・生活環境の整備などの項目も盛り込まれた。緊急保育対策等 5 か年事業は、こ

うして保育サービスの充実に力点を置いたものであったが、他省庁との連携がなかったこと、政

治があまりかかわろうとしなかったことが障害となり、少子化の解決に至らなかった37。 

 

新エンゼルプラン 

1999 年 12 月、少子化対策推進関係閣僚会議において、「少子化対策推進基本方針」が決定さ

れた。この方針に基づく重点施策の具体的実施計画として、歯止めのかからない少子化に対応す

るために、1999 年に小渕恵三内閣はエンゼルプランを拡充した「重点的に推進すべき少子化対

策の具体的実施計画」（通称：新エンゼルプラン）を定めた。2000 年度を初年度として 2004 年

度までの計画であり、最終年度に達成すべき目標値の項目には、これまでの保育サービス関係だ

けでなく、雇用、母子保健・相談、教育などの事業も加えた幅広い内容となった。 

エンゼルプランが厚生省主導で作られたのに対し、新エンゼルプランは「少子化対策推進基本

方針」を決定し、政府全体として取り組んだ。さらに新エンゼルプランでは「少子化対策」と明

記され、「子育て支援」にとどまっていたエンゼルプランに比べ、1990 年代半ば以降の少子化の

進行から、政府が少子化対策の取り組みをより本格化させたことが分かる38。その内容は、これ

までの取り組みを拡充したことに加え、保育サービスの関係ばかりでなく、働き方についての新

しい考え方を打ち出す方針を決めたものであった。エンゼルプランと新エンゼルプランを進めた

10 年の間で、保育所の数を増やしたり、0～2 歳児の保育を進めたり、保育時間を長くしたりす

るなど、保育サービスをよりよくするための取り組みをしてきた。しかし、男性の育児への不参

加や保育所不足などの問題もあり、この取り組みでも少子化を食い止めることはできず、課題を

残すことになった。 

 

少子化対策プラスワン 

少子化対策をさらに拡充するために、2002 年 9 月、小泉純一郎内閣が「少子化対策プラスワ

                                                           
37 矢崎（2010）,pp.141-146. 
38 矢崎（2010）,p.147. 
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ン」を取りまとめた。そこでは従来の「仕事と子育ての両立支援」に加えて、「男性を含めた働 

き方の見直し」「地域における子育て支援」「社会保障における次世代支援」「子どもの社会性の 

向上や自立の促進」という 5 つの柱に沿って、社会全体が一体となって総合的な取り組みを進め

た39。その後、家庭や地域の子育てをする能力が低下したことに対応して、次世代を担う子ども

を育成する過程を社会全体で支援する観点から、2003 年 7 月、地方公共団体及び企業における

10 年間の集中的・計画的な取り組みを促進するため、「次世代育成支援対策推進法」が制定され

た。この内容は、地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取り組みを促進するため

に、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたものである。 

 

子ども・子育て応援プラン 

2003 年 7 月、少子化の理念が記された「少子化社会対策基本法」が成立した。「基本法」とは、

国の制度・政策に関する理念、基本方針が示される非常に重要な法律であり、その方針を受けて、

その目的・内容に適合するように行政諸施策が決められている。少子化社会対策基本法は、少子

化に対応するための施策を総合的に推進するために制定され、雇用環境の整備、保育サービス等

の充実、地域社会における子育て支援体制の整備などの基本的施策、及び内閣府に少子化社会対

策会議を設置することを定めている。 

その後 2004 年 6 月には、少子化社会対策基本法の目的を実現するための指針として、「少子化

社会対策大綱」が作られた。 

 

少子化社会対策大綱の基本的な視点は次の 3 点である。 

①自立への希望と力 

②不安と障壁の除去 

③子育ての新たな支えあいと連帯―家族のきずなと地域のきずな 

 

加えて、重点課題は次の 4 点である。 

①若者の自立とたくましい子供の育ち 

②仕事と家庭の両立と働き方の見直し 

③生命の大切さ、家庭の役割についての理解 

④子育ての新たな支えあいと連帯 

 

これまでと大きく変更された特徴は、「保育事業中心」から「若者の自立・教育、働き方の見

直し等を含めた幅広いプラン」へと新たな方向性を打ち出したことである。少子化社会対策大綱

では、仕事が不安定で収入も少ない若者の増加が少子化を推し進めているという視点が示された。

若者が結婚しない、子どもを産まない理由が、単なる子育て環境の整備不足にあるだけでなく、

日本の社会全体の変化にあることが注目され始めたのである。 

                                                           
39 矢崎（2010）,p.148. 
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 2004 年 12 月、「少子化社会対策大綱」に基づいて具体的実施計画として策定されたものが、「少

子化社会対策大綱に基づく具体的実施計画」（通称：子ども・子育て応援プラン）である。2005

年度から 2009 年度までの 5 年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げた。施策の内容は、応

援プランが全ての関係省庁が提案した施策をただ並べただけのもので、施策の項目数は約 130

にも及んでおり、専門家からは「何が優先されるべきなのか、どれを重点化すべきか、といった

ことは分かりづらくなっている」と指摘されている40。 

 

新しい少子化対策について 

2005 年に日本の総人口は 1 億 2776 万人から減少し、人口減少社会に突入した。加えて 2005

年の出生数は 106 万人、合計特殊出生率は 1.26 と、いずれも過去最低を記録した。こうした予

想以上の少子化の進行に対処し、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図るために、2006

年 6 月、少子化社会対策会議において、「新しい少子化対策について」が決定された。この新し 

い少子化対策では、「家族の日」「家族の週間」41の制定などによる家族・地域のきずなの再生や、

社会全体の意識改革を図るための国民運動を推進する。それとともに、親が働いているかいない

かに関わらず、全ての子育て家庭を支援するという視点を踏まえつつ、子どもの成長に応じて子

育て支援のニーズが変化することに着目して、妊娠・出産から高校・大学生期に至るまでの年齢

進行ごとの子育て支援策を掲げた42。 

 「日本の将来推計人口（2006 年 12 月推計）」において示された少子高齢化について、本格的

な人口減少社会の到来の懸念があった。加えて社会保障審議会の「人口構造の変化に関する特別

部会」での議論の整理等を踏まえ、2007 年 12 月、少子化社会対策会議において「子どもと家族

を応援する日本」重点戦略が取りまとめられた。この子どもと家族を応援する日本重点戦略では、

就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造を解決するためには、「働き方の見直しによる仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とともに、その社会的基盤となる「包括的な

次世代育成支援の枠組みの構築」（「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭における子育て」

を包括的に支援する仕組み）を同時並行的に取り組んでいくことが必要不可欠であるとしている

43。同年 12 月、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」が決定され、官民が一体となって、これまでの働き方を抜本的に改革

し、仕事と生活の調和実現のための取り組みが進められた44。 

 

待機児童ゼロ作戦 

 エンゼルプラン以降、少子化対策として保育所の受け入れ児童数の拡大が図られてきた。そし

                                                           
40 矢崎（2010）,p.155. 
41 2007 年度から、11 月の第 3 月曜日を「家族の日」とし、さらに、その前後 1 週間を「家族の週間」と定 

め、この期間を中心として、生命を次代に伝えはぐくんでいくことや、子育てを支える家族と地域の大 
切さを国民一人一人に再認識させるもの。 

42 内閣府（2011）『平成 23 年版（2011 年版）子ども・子育て白書』第 1 部第 1 章. 
43 内閣府（2011）『平成 23 年版（2011 年版）子ども・子育て白書』第 1 部第 1 章. 
44 内閣府（2011）『平成 23 年版（2011 年版）子ども・子育て白書』第 1 部第 1 章. 
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て 2002 年度からは具体的な数値目標を決めて保育施設を増やそうと「待機児童ゼロ作戦」が実

施されている。この取り組みは小泉純一郎内閣が打ち出し、入所できる児童を毎年 5 万人ずつ増

やしていき、3 年間で待機児童をゼロにするという計画であった。しかし、第 1 節の図 4 を見て

もらうと分かるように、3 年が経過しても待機児童数は「ゼロ」にはならず、全く解消されなか

った。 

この待機児童ゼロ作戦の失敗は、保育所そのものの数を増やさなかったことにある。保育所そ

のものが増えないということは、待機児童を減らすためにもともとある保育所に超過入所を許し

た場合がほとんどであったということである。 

さらに待機児童ゼロ作戦では、待機児童の定義を「他に入居可能な保育所があるのに特定の保

育所を希望する場合は、待機児童から除外できる」と解釈することで、意図的な待機児童数の減

少を試みた。この解釈によると、「子どもを認可保育所に入れたくても、空きがなくて入所でき

ない」「近くに保育所がないから、働くことを諦める」等の選択をすると、待機児童の定義に含

まれなくなるのである45。このように、本当は認可保育所に入れたいが、諦めてしまっているよ

うな家庭の子どもたちのことを、「潜在的な待機児童」と呼ぶ。厚生労働省の調査によれば、こ

のような潜在的な待機児童を含めて数えると、認可保育所の利用を希望する家庭の潜在的な待機

児童は大幅に増えるとされている46。待機児童ゼロ作戦では、政府がこうした意図的な待機児童

の減少策を行ったにもかかわらず、結果として待機児童数は減少しなかったことに大きな問題が

あると考えられる。つまり待機児童問題は、以前よりもさらに悪化しているのである。 

待機児童ゼロ作戦では成果が得られなかったため、2005 年度からの「子ども・子育て応援プ

ラン」では受け入れ児童 215 万人を目指し、2008 年には「新待機児童ゼロ作戦」の前倒し実施

を図り、保育施設の増加に取り組んでいる。新待機児童ゼロ作戦では、政府は、希望する全ての

人が安心して子どもを預けて働くことができる社会を実現し、子供の健やかな育成に社会全体で

取り組むため、保育所等の待機児童解消をはじめとする保育施策を量・質ともに充実・強化し、

推進することを定めた。 

 

子ども・子育てビジョン 

 2009 年 10 月、新たな少子化社会対策大綱の策定のため、内閣府の少子化対策担当の政務三役

（大臣、副大臣、大臣政務官）で構成する「子ども・子育てビジョン（仮称）検討ワーキングチ

ーム」を立ち上げ、2010 年 1 月 29 日、少子化社会対策会議を経て、「子ども・子育てビジョン」

が閣議決定された。子ども・子育てビジョンでは、次代を担う子どもたちが健やかにたくましく

育ち、子どもの笑顔があふれる社会のために、子どもと子育てを全力で応援することを目的とし

て、「子どもが主人公（チルドレン・ファースト）」という考え方の下、これまでの「少子化対策」

から「子ども・子育て支援」へと視点を移し、社会全体で子育てを支えるとともに、「生活と仕

事と子育ての調和」を目指すこととされた。 

                                                           
45 矢崎（2010）,pp.167-170. 
46 矢崎（2010）,p.170. 
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表 3：少子化対策の経緯 

1990 年 1.57 ショック＝合計特殊出生率が過去最低を記録 

  

1994 年 12 月  エンゼルプラン ＋ 緊急保育対策等 5 か年事業 

  

1999 年 12 月 少子化対策推進基本方針  

  

1999 年 12 月  新エンゼルプラン  

  

2001 年 7 月 仕事と子育ての両立支援等の方針

(待機児童ゼロ作戦等) 

 少子化対策プラスワン 

2002 年 9 月  

  

2003 年 7 月 少子化社会対策基本法  次世代育成支援対策推進法 

  

2004 年 6 月 少子化社会対策大綱  

  

2004 年 12 月 子ども子育て応援プラン  

  

2005 年 4 月  
地方公共団体、企業等における

行動計画の策定・実施 

  

2006 年 6 月 新しい少子化対策について  

  

2007 年 12 月 
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章

仕事と生活の調和推進のための行動指針 
 

  

2007 年 12 月 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略  

  

2008 年 2 月 「新待機児童ゼロ作戦」について  

  

2008 年 11 月 社会保障国民会議最終報告  

  

2010 年 1 月 子ども・子育てビジョン  

（出所）『平成 23 年版（2011 年版）子ども・子育て白書』より作成。 



子育て環境の整備に向けて 

 87

基本的な考え方として、「社会全体で子育てを支える」、「『希望』がかなえられる」の 2 点を掲

げ、子ども・子育て支援施策を行っていく際の姿勢が掲げられた。 

 

①生命（いのち）と育ちを大切にする 

②困っている声に応える 

③生活（くらし）を支える 

 

この 3 つの大切な姿勢を踏まえ、「目指すべき社会への政策４本柱」と「12 の主要施策」に従

って、具体的な取組を進めることとされている。さらに、このビジョンに基づき、政府を挙げて、

子どもを生み育てることに夢を持てる社会の実現のための施策を強力に推進することとされて

おり、2010 年度から 2014（平成 26）年度までの 5 年間を目途とした数値目標が掲げられている

47。 

 

3.2 子育て支援重視の少子化対策 

 

子ども・子育て関連 3 法 

 すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するため、

2012 年、「子ども・子育て新システム」の構築を図り、2012 年 8 月 10 日、「子ども・子育て関連

3 法」として「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律」が可決された。3 党合意48を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域の

子ども・子育て支援を総合的に推進することとされた。これは人生前半の社会保障を強化するも

のとして、社会保障・税一体改革の柱となるものである。その主なポイントは、次の 3 点である。 

 

①認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）49 

②認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への

給付（「地域型保育給付」）の創設 

③地域の子ども・子育て支援の充実（利用者支援、地域子育て支援拠点等） 

 

こうした 3 点を中心として少子高齢化などの社会状況の変化を踏まえ、2012 年現在の社会保

障制度について、「子ども・子育て支援」などを中心に未来への投資という性格を強めること等

                                                           
47 内閣府（2011）『平成 23 年版（2011 年版）子ども・子育て白書』第 1 部第 1 章 
48 「社会保障・税一体改革に関する確認書（社会保障部分）」（平成 24 年（1012 年）6 月 15 日民主党・自 

由民主党・公明党社会保障・税一体改革（社会保障部分）に関する実務者間会合）。 
49 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置

づけ。 
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により、「全世代対応型」の社会保障制度に改革することを目指すものである。 

 

総合対策としての「子育て支援」 

1990 年の 1.57 ショックから始まった日本の少子化対策であるが、その対策の着眼点は「子育

て支援」と「少子化対策」で揺らいでいることが分かる。1993 年のエンゼルプランは「子育て

支援」を基本的な着眼点として、家庭における子育てを中心とした考え方で施行された。しかし、

その効果が薄かったとして 1999 年に策定された新エンゼルプランでは、「少子化対策」として考

え方を変え、政府主導型の政策がとり行われた。その後もその考え方は、10 年もの間少子化対

策の考え方として位置づけされることになった。しかし「少子化対策」の考え方であっても、少

子化は改善することはなく、2010 年の子ども・子育てビジョンではもう一度「子育て支援」の

考え方に立ち返ることとなり、2012 年現在においてもその考え方は続いている。 

「子育て支援」と「少子化対策」ではその考え方に差異がある。少子化に対する総合対策とし

て有効なのは、政府が立ち戻った「子育て支援」であると考えられる。家庭における子育てを基

軸に「子育て支援」を行うことで、社会全体で子育てを支えていくことが必要ではないだろうか。 

  

3.3 迷走する児童手当 

 

 日本の少子化対策について考察したが、ここでは少子化対策の主軸として活用されてきた児童

手当について、どのような政策であったのかを考察したい。 

 受給権者の拠出を前提とせず、特定の要件に該当することのみを条件として、給付が与えられ

る社会手当というものがある50。これは資産調査を伴わない定型化された金銭給付であるが、支

給の要件として所得制限あるいは年齢制限が課せられることが少なくない。その中でも少子化に

有効と言われ、政府が推し進めているものが児童手当である。これは児童を養育・監護する者に

支給される手当であり、｢家族手当｣｢家族給付｣とも呼ばれる51。 

児童手当の創設を日本で最初に提言したのは、1947 年 10 月の社会保険制度調査会答申「社会

保障制度要綱」であり、そこでは、全国民を対象とする総合的な社会保障制度の一環として児童

手当制度の創設について言及している。その後 24 年間も児童手当は審議されることなく、1971

年にようやく児童手当法として施行されることとなった。その目的については所得補償と児童福

祉の二つに絞り、「児童養育費の家計負担の軽減を図ることにより……児童の健全な育成と資質

の向上を着することを目的とする」とされた。欧米諸国との制度比較の中で求められて登場した

が、日本社会ではシステムを整備しきれずにスタートした。そのため、景気や経済状態に財政が

左右されることになり、経済的援助を必要とする景気低迷期に手当自体も縮小されるといった問

題を抱えることとなった。 

 

                                                           
50 西村（2008）,p.189. 
51 西村（2008）,p.190. 
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所得制限のある児童手当 

児童手当の内容であるが、成立当初の 1971 年 5 月では 18 歳未満の児童が 3 人以上いる場合、

3 人目以降が 5 歳未満だと 1 人月額 3000 円を支給するという制度であった。その後対象年齢、

支給月額は拡大していき、2006 年からは、第 1 子以降が 12 歳までの場合に第 1 子・第 2 子が 5000

円、第 3 子以降が 10000 円の支給となる。2010 年 4 月から子ども手当として施行され、中学校

修了までの全ての子に対して、1 万 3000 円が支給されていた。しかし 2011 年 10 月以降、財源

を確保できずに断念、2012 年度からは以前と同じ児童手当として改正された。その内容は、3

歳未満の全ての子と、第 3 子以降の小学校修了までが 1 万 5000 円であり、第 1・2 子の小学校修

了までと、全ての子の中学校修了までが 10000 円の支給となっている52。子ども手当と児童手当

の最大の違いは、所得制限の有無である。子ども手当は所得制限がないが、2012 年度からの児

童手当には年収 960 万円程度が設けられた。これにより家庭によっては負担が増える可能性があ

るため、負担減の対策として所得制限限度額以上の世帯には、児童の年齢に関係なく月額 5000

円の支給がされることとなった。 

現状ではまだ児童手当制度そのものが迷走している。そのために、制度の目的や仕組み、効果

が分かりにくいものとなってしまっているため、早期の解決が必要とされる。 

 

 

 

表 4：児童手当の支給対象、手当額等の推移 

 

 

（出所）江口（2011）,p.114.より作成。 

 

 

 

                                                           
52 厚生労働省（2007）『児童手当制度の概要』 

改正年 1971年 1974年 1975年 1978年 1979年 1981年 1982年

第3子以降 第3子以降 第3子以降

第3子以降 第3子以降 第3子以降 0.5万円＋ 0.5万円＋ 0.5万円＋

0.3万円 0.4万円 0.5万円 低所得者 低所得者 低所得者

0.1万円 0.15万円 0.2万円

児童手当法 低所得者 特例給付

制定 加算 創設

1985年 1990年 2000年 2004年 2006年 2007年 2010年 2012年

小学校入学 小学校入学

まで まで

3歳未満1.5万
円,3歳以上の

第1子・第2子
1万円,第3子
以降1.5万円

給付の 給付の 税制・手当 三位一体 子ども手当

重点化 重点化 一体見直し 改革 所得制限なし

第2子
0.25万円,
第3子以降

0.5万円

第1子・第2子
0.5万円,

第3子以降

1万円

3歳未満1万円,
3歳以上の

第1子・第2子
0.5万円, 第3子
以降1万円

乳幼児加算

同左 同左

支給額 同左

備考 同左 同左

支給対象 中学3年まで 同左 同左 同左 同左

所得制限あり

3歳未満まで 小学3年まで 小学6年まで 同左 中学3年まで 中学3年まで

同左 同左 同左 一律1.3万円

同左
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４．少子化対策の展望 

 

4.1 社会保障からみる少子化解決策 

 

 社会保障とは、「国民が貧困におちいった場合、または貧困の原因となる疾病、老齢、失業な

どに際して、給付や援助が与えられるよう、公的責任において行われる制度、あるいはこの制度

の目標53」である。国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットであり、社会保

険、社会福祉、公的扶助、社会手当、保健医療・公衆衛生からなり、人々の生活を生涯にわたっ

て支えるものである。ここでは社会保障の観点から、少子化対策に有効な手段を考えていきたい。 

社会保障の中でも社会福祉とは、「国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童その他

援助育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生補導その他の

援護育成を行うことである」と定義される54。社会福祉の中でも少子化対策のために必要となる

のが児童福祉である。児童福祉とは、「児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育つようにする

ために行われる社会施策」をいう55。現代の日本は核家族化の進行、共働き家庭の増加によって

家族・家庭の児童養育機能は低下し、本来それを支えるべき地域コミュニティも弱体化している

56。そこで重要となってくるのが、児童福祉としての保育所の存在と、待機児童の問題である。 

 

新しい形の保育所 

保育所とは、保護者の労働または疾病等の理由で保育に欠ける児童を、日々保護者の委託を受

けて保育する児童福祉施設をいう。保育所には「認可保育所」と「認可外保育所」があり、保育

所とは別に「幼稚園」、そして政府の新たな取り組みである「認定こども園」が存在している。 

認可保育所とは、広さや設備、職員の数や資格、保育内容について、国が設けた最低基準をク

リアして認可された施設であり、保育料は所得に応じて軽減される。入所させる条件として、親

が働いている等の事情で子どもの面倒を見る人がいないことが挙げられるので、誰でも入所でき

るものではない。次に、認可保育所以外の保育施設を総称して、認可外（無認可）保育所と呼ぶ。

認可外保育所には、設備が不十分な施設も多いが、小規模の利点を生かして家庭的な保育を行っ

て評判の高い施設もある。認可保育所のように自治体が補助金を出している施設や、事業所内保

育所57、ベビーホテル58等、様々な体制が、認可外保育所ではとられている。 

保育所と幼稚園の違いであるが、この 2 つは設立の目的が異なり、利用方法も異なっている。

保育所の根拠法令は児童福祉法（所管：厚生労働省）であり、「日々保護者の委託を受けて、保

育に欠けるその乳児または幼児を保育すること」を目的としている。これに対し幼稚園の根拠法

                                                           
53 経済辞典（2006）,p.557. 
54 桑原（1999）,p.2. 
55 山本（2009）,p.134. 
56 西村（2008）,p.209. 
57 事業所内保育所とは、事業主が従業員のために企業内または院内に設ける保育所のこと。 
58 ベビーホテルとは、補助金を受けていない託児施設で、夜間や 24 時間の保育や一時預かりを多く取り入 

れているところを呼ぶ。 
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令は学校教育法（所管：文部科学省）であり、「幼児の心身の発達を助長すること」を目標とし

ている。つまり保育所は保護者に代わって保育に欠ける乳児または幼児を保育する場、幼稚園は

未就学児の教育を行う場、ということである。加えて保育所と幼稚園では子どもを預けられる年

齢（入所対象）、1 日の教育・保育時間などが大きく異なる。保育所では子どもを預けられる年

齢の幅が広く（乳児（1 歳未満）から幼児（未就学児））、保育時間も原則 8 時間59と長く設定さ

れている。それに対し幼稚園では入園可能な子どもの年齢は満 3 歳から小学校就学の始期に達す

るまでの幼児、教育時間は 1 日平均 4 時間と短いのが特徴である。 

最後に「認定こども園」は、近年の急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に

伴い、保護者や地域の多様化するニーズに応えるために 2006 年 10 月から設けられた、幼保一体

化を目指し文部科学省・厚生労働省が一体となった制度である。認定こども園では親の就労の有

無にかかわらず、全ての子どもが入所対象となる。そのため認定こども園の推進により、待機児

童の解消や、育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実する等の効果

が期待されている。さらに認定こども園とは、幼稚園、保育所等のうち、①就学前の子どもに幼

児教育・保育を提供する機能、②地域における子育て支援を行う機能を備え、認定基準を満たす

施設は、都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けるものである。2012 年 4 月の時点で

の認定こども園の認定件数は、911 件であり、2009 年の 358 件よりも大幅に増加していることが

分かる60。しかし、認定こども園の認定件数は都道府県ごとに大きく異なり、東京都が 74 件で

最も多く、次いで兵庫県の 72 件、北海道の 49 件、長崎県の 42 件、神奈川の 34 件となっており、

京都府は認定ゼロ、認定件数 5 件以下の都道府県も 7 か所となっている。地域間格差が起きてい

ることが、保育所が不足しているといわれている原因であることが分かる。 

 

待機児童対策 

保育所の問題は、第 1 節でみた待機児童問題へと直結する問題である。ここでは保育所の現状

を踏まえたうえで、待機児童減少のための対策を 3 つ挙げて考察していきたい。 

第一に、都市部の保育所の数を増やすとともに、定員を拡大させることである。2010 年時点

での保育所の数は 2 万 3068 か所であり、定員の 215 万 8 千人に対して保育所利用児童数は 208

万人である。一見定員割れをしているので、待機児童の問題はないように思われる。しかし問題

は、待機児童が都市部とそれ以外の地域で数に偏りがあることである。都市部の待機児童として、

首都圏（埼玉・千葉・東京・神奈川）、近畿圏（京都・大阪・兵庫）の 7 都府県（政令指定都市・

中核市含む）及びその他の政令指定都市・中核市の合計は 2 万 2107 人で、全待機児童の 84.1％

を占める。それに対して過疎化が進む地方では、少子化や転出に伴う人口減少と高齢化によって

定員割れとなっている。都市部では、大学や就職を機に都市に集まる人が多く、この結果核家族

が増えるため、子どもの保育を必要とする子どもも多くなる。つまり、都市部において保育所と

定員を増加させることが必要といえるであろう。 

                                                           
59 延長保育を行っている保育所もあり、最長 11 時間、延長 12 時間まで行える。 
60 文部科学省・厚生労働省（2012）『認定こども園関連情報』 
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第二に、保育士の人数を増やし、児童の受け入れ人数を増やすことである。2009 年時点での

保育士の数は 33 万 1849 人であり、不足しているといわれている。保育士が増加しない原因の一

つとして、その給与体系が考えられる。認可保育所の公立保育所で働く保育士（公務員）の平均

月収は 22 万円であり、サラリーマンの平均月収である 34 万円よりも低い61。保育士にやりがい

があっても、この給与のままでは保育士を希望する人は減少するだろう。いくら保育所を増設し

ても、実際に児童を保育する保育士が不足していると待機児童は減少しない。保育士を増加させ

るためには、賃金体制を整えることを最優先させるべきだと考える。 

第三に、保育所だけに頼るのではなく、地域間で保育をするために、少人数の子どもを自宅な

どで預かる家庭的保育事業を推進していくことが望ましいと考えられる。日本は核家族化が進む

ことで、同居する家族に子育てを任せるということが行えなくなった。2010 年の時点で核家族

世帯は 2920 万世帯、3 世代同居の数は 530 万世帯である。これは 10 年前の 2000 年と比較して

も核家族世帯で 200 万世帯増加し、3 世代同居で 100 万世帯減少した数値である。今までは家族

で子育てをしていたが、多くの世帯でそれが不可能となりつつある。 

そこで「保育ママ」といった制度を利用しながら、地域で子育てを推進していくことが必要で

あると考えられる。保育ママ制度とは、保育に欠ける乳幼児を、家庭的保育者（市町村長が行う

研修を修了した保育士その他の省令で定める者であって、これらの乳幼児の保育を行う者として

市町村長が適当と認めるもの）の居宅等において保育する事業である62。こうした制度を利用す

ることで、子育てを家族に託せなくなった核家族に対して、家族の代わりに地域間で子育ての負

担を軽減させることが必要ではないだろうか。 

 

4.2 バランスのとれた現金給付と現物給付 

 

少子化対策において児童手当という方法は現金給付であるのに対して、保育サービス等は現物

給付であるが、これら 2 つはどちらかに偏らないようにすることが大切であると考えられる。児

童手当のように現金給付で補償を行うと、本来の目的とは別の、例えば親の遊興費などに使用す

るという問題が発生する。これについて児童手当法では、受給者の責務として、「子ども手当の

支給を受けたものは、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければなら

ない」と規定した。しかしこれはあくまでも訓示規定であって、受給者の自覚に待つしかなく、

それ以上の法的効力を持つものではない。なので、児童手当の使用は、受給者である子どもを持

つ親の判断に委ねられることになる。使途を制限する解決策として有効とされるのが、「第三者

への直接払い方式」と「利用券（バウチャー）方式」である。 

第三者への直接払い方式では、その滞納が大きな問題となっている、学校給食費に直接充てる

というものである。学校給食費の未納額は、文部科学省の発表によると 2010 年度において、全

国で約 26 億円にのぼっている。したがって、学校給食費に直接児童手当を充てることで、滞納

                                                           
61 厚生労働省（2011）『平成 23 年（2011 年）賃金構造基本統計調査（全国）』 
62 厚生労働省（2009）『児童福祉法等の一部を改正する法律案概要』 
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を解消しつつ給食の無料化と実質的に同じ効果をもたらすことができると考えられている63。 

利用券（バウチャー）方式とは、「政府によって認められた特定の財・サービスを民間部門か

ら購入すること64」であり、利用券の使途をどのように限定するかによって、その内容や性格が

異なってくるものである。使途の制限範囲を限定的にすると、親の意識啓発程度の意味しか持た

ない。さらに、利用券発行の事務負担等を考えると、政策目的達成の手段として効率的かという

問題もある65。 

今後日本の社会保障における少子化対策として重要とされるのは、保育サービスに現金給付と

現物給付のどちらを優先するかではなく、この二つをバランスよく、いかに拡充していくことが

できるのかが、重要視されるべきだと考えられる。 

 

4.3 男性の子育て参画 

 

 2005 年に「次世代育成支援対策推進法」が施行され、301 人以上の従業員を雇用する企業には、

子育て中の従業員が仕事と家庭を両立できる制度を整備することの義務付けがされた。加えて、

子育てをしていない従業員も含めた働き方の見直しを進めるための行動計画を立て、都道府県労

働局へ報告することも定められた。次世代育成支援対策推進法では、計画でたてた目標を達成し、

「一定の基準」を満たす場合に、「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定され

る仕組みとなっている。基準の中には「男性の育児休業取得者が 1 名以上いること」が含まれて

いることから、認定取得の取り組みが、男性の子育て参画を促進させるであろうと期待されてい

る。 

実際に、男性の育児休業取得はどの程度進んでいるのだろうか。平成 23 年度（2011 年度）雇

用均等基本調査によると、女性の育児休業者割合は、平成 21 年（2009 年）10 月 1 日から平成

22 年（2010 年）9 月 30 日までの１年間に在職中に出産した女性のうち、平成 23 年（2011 年）

10 月 1 日までに育児休業を開始した者（育児休業の申出をしている者を含む。）の割合は 87.8％

と平成 22 年（2010 年）度調査の 84.3％より 3.5 ポイント上昇し、高い割合を示した。それに対

して、男性の育児休業者割合は、平成 21 年（2009 年）10 月１日から平成 22 年（2010 年）9 月

30 日までの１年間に配偶者が出産した男性のうち、平成 23 年（2011 年）10 月１日までに育児

休業を開始した者（育児休業の申出をしている者を含む。）の割合は 2.63％で前回調査（1.34％）

より 1.29 ポイント上昇しただけにとどまり、依然低い数値となっている。 

 男性の育児休業者が伸び悩んでいる原因として、①「意識」に関する課題、②「職場の労働環

境」に関する課題、③「制度内容および運用」に関する課題が挙げられている66。つまり男性の

育児休業の取得を増やすためには、男性の子育て参画を特別視しない風土にするための意識改革

をすること。そして、時間外労働の削減に対するノー残業デーの設定や年次有給休暇の取得推進

                                                           
63 江口（2011）,p.160. 
64 経済辞典（2006）,p.1012. 
65 江口（2011）,p.161. 
66 松原（2008）,pp.76-77. 
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運動、業務の見直し等の職場の労働環境を見直すこと。さらに、子育てに参加したい（する必要

がある）のに、それができない男性を後押しする環境整備については、新規制度の導入や既存の

制度の内容や運用の見直しを行うことが必要不可欠となっている。 

 

4.4 ワーク・ライフ・バランス 

 

 ワーク・ライフ・バランスとは、社員が「仕事上の責任を果たすと同時に、仕事以外に取り組

みたいことや取り組む必要があることに取り組める状態」にあることを指している。ワーク・ラ

イフ・バランスは 2007 年 12 月に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」が取

りまとめられたことで、重要性が高まった。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲

章では、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも

に、家庭や地域生活等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じてかような

生き方が選択・実現できる社会」と定義されている。 

第 2 節の先進諸国の例にみたように、少子化対策として有効だと考えられているのは、仕事と

家庭の両立である。ワーク・ライフ・バランスが少子化対策に有効である理由として、少子化が

進むと、女性の人的資本の家庭外の活用が一層必要となるが、仕事と家庭の役割との両立度を社

会的に高めないと、晩婚化・未婚化にさらなる拍車をかけることとなるからといわれている。今

後は仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章と指針を、社会・企業・国民全員に普

及し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が今後の日本社会・経済の持続的発展の

ために必要である認識を共通認識とすることが、必要不可欠となるだろう67。 

 

おわりに 

 

本論文では子育て環境の整備に向けて、日本における少子化とそれに伴う待機児童などの問題

に対して、海外の対策と、政府の対策の現状について述べてきた。そして日本のエンゼルプラン

や待機児童ゼロ作戦といった対策が、結果として少子化を食い止めるには至らなかったことを明

らかにした。更には待機児童の増加が進むなど、子育て環境はより悪化していることが分かった。

それに対応するために、政府は現金給付として児童手当を支給するなどといった対策をとったが、

課題が多く残っているといえる。北欧諸国の例でみたように、仕事と家庭の両立が実現できる子

育て支援の導入が急がれるだろう。しかし、文化や環境の差があるためそのままの導入ではなく、

日本人に見合った政策を行う必要があるだろう。社会全体として子育て環境を整えるためには、

男性の子育て参画とワーク・ライフ・バランスの推進が重要になってくると考えられる。 

 

 

 

                                                           
67 定塚（2008）,p.208. 
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