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要約 

本稿では、「理想の子ども数を産むことを実現することの出来る社会」と「子育てを行

うことと仕事のバランスを選択できる社会」の両立を目指すべき日本の将来像とし、この

達成に向けて分析を進めた。1947 年～1949 年間では、第 1 次ベビーブームの影響もあり

4 以上の合計特殊出生率を示し、出生数も 260 万人を超えた。また、1971 年～1974 年間

では第 2 次ベビーブームの影響から 200 万人を超える出生数を記録するなど、日本は過去

2 度のベビーブームを迎えることとなった。しかし、2012 年現在では第 2 次ベビーブーム

の約半数 100 万人の出生数であり、合計特殊出生率も 1.41 にまで落ち込んでいる。グラ

フの指数近似曲線が合計特殊出生率の緩やかな減少傾向を示すところを見ても日本社会に

おける人口減少のトレンドは見て取れる。また、少子化は世界の先進諸国においても、重

要視されている喫緊の課題として取り上げられている。それらは労働力人口の減少、過疎

化、地域コミュニティの弱体化といった現在の問題に留まらず、将来的な社会保障負担の

増大、経済規模の縮小など多岐に渡った問題の要因としてのしかかっている。緩やかであ

った少子化は次第に急速になり、このままのペースでいくと今のままの生活は保てなくな

るだろうとも論じられている。本稿の構成は以下のとおりである。第 1 章では、我が国に

おける出生率の推移を示し、人口維持に必要であるとされる合計特殊出生率 2.07 を下回

っていることに対する問題意識を述べる。さらに国立社会保障・人口問題研究所が行った

調査にある「平均理想子ども数」と「平均予定子ども数」の間にある差に問題意識を見つ

けた。その後、現代において、少子化は何故起こっているのかについて、育児による心身

の負担と経済的負担という 2 つの観点から原因を考え、それぞれについての仮説を提示す

る。 

第 2 章では、育児休業を推進した場合、出生率に大きくポジティブな影響を及ぼすこと

に着目した先行研究、また、男性の育児休業の取得のために必要となる点があげられてい

るものを取り上げた。本稿の独自性は 2 点である。1 つ目は、「理想の子ども数を生むこ

とを実現することの出来る社会」と「子育てを行うことと仕事のバランスを選択できる社

会」を両立させる方法を見出している点。2 つ目は、問題意識にある「育児による心身の

負担」と「経済的負担」という 2 つの観点から企業側と行政側のアプローチによって改善
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点を検証する点である。本稿は、少子化改善とワークライフバランスの向上、それに伴う

企業の生産性の向上という 3 方に貢献可能である点に意義がある。 

第 3 章では、男性の育児休業取得の意欲や育児休業取得が困難である要因についての分

析を行い、育児休業取得に際しての障壁を導き出す。また、日本の社会保障制度と海外の

社会保障制度の比較を行い、経済的負担により出産のインセンティブを失っている人に対

しての障壁を検証する。 

第 4 章では、分析結果から、内閣府や OECD による「理想の子供数を持たない理由」

にある①「育児から生じる障壁」 、②「経済的理由」 を優先して取り組むべきであると

見解を出し提案する。1 つ目は「育児休業取得方法の改善による男性の家事・子育てへの

参画促進、職場風土の改革」、2 つ目は「児童手当支給の改善」の導入である。本稿での

政策が実現されることにより「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会」

と「子育てを行うことと仕事のバランスを選択できる社会」の両立が将来の日本で可能と

なり、少子化の是正に好影響をもたらすと考えられる。 
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はじめに 

いま日本で起きている様々な社会問題。その中でも、少子化問題は中核をなす問題とし

て取り上げられるだろう。長期間、改善されないその課題は様々な要因が複雑に絡み合

い、その深刻さは日に日に増すばかりである。それらは労働力人口の減少、過疎化、地域

コミュニティの弱体化といった現在の問題に留まらず、将来的な社会保障負担の増大、経

済規模の縮小など多岐に渡った問題の要因としてのしかかっている。このような少子化の

進行によって、将来における生産年齢人口の減少が経済規模の縮小をもたらすことが懸念

されている。しかし、人々がより多くの子どもを産むことを望まないのであれば、少子化

対策によって義務的に出産を促す政策を実行することに否定的な主張も存在する。そのた

め、望ましい社会を実現するためには子どもの数を増加させるということのみに着目した

政策を実行するよりも、現存子ども数と理想子ども数との間にギャップを生じさせる要因

を明らかにし、産みたい人が産める個々人の理想の子ども数を実現することが重要である

と考えられる。そして、調査によりそれらのギャップを埋めるためには「経済的理由」と

「育児から生じる心身の負担（=文化的）」の二側面の改善が必要であると導いた。 

そこで本稿では理想状態とかけ離れている日本の現状から課題を明らかにし、少子化是

正に取り組む海外諸国との比較や先行研究から見える打開策について文化的・経済的の二

つの側面からアプローチをする。産みたい人が望む上記の 2点を改善すれば、「理想の子

ども数を産むことを実現することの出来る社会」が将来の日本で可能となるだろう。その

社会の形成が、産もうと思っている出産意欲が希薄な人の出産に対する新たなインセンテ

ィブとなり、少子化問題の改善に結び付くことが予想される。 

本稿の研究目的は、理想の子ども数を産みたくても産めない女性がその理由として持つ

心身、または経済的な負担を政策提言によって企業風土の改善や法改正を行い、軽減して

いくことで「産みたい人が産める社会」を実現出来るという仮説を検証していく。 
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第一章 少子化の現状 

1.1 少子化の進行 

 

「我が国の人口は、平成 17年に減少局面に入り、少子化問題は、社会経済の根幹を揺る

がしかねない、待ったなしの課題となっています。 子どもは社会の希望であり、未来の

力です。 次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備し、

子どもが健やかに育つことができる社会の実現のために、内閣府では、総合的な少子化対

策に取り組んでいます。」 

（内閣府 少子化対策より抜粋） 

 

今やこの日本という国で「少子化」もしくは「少子高齢化社会」という言葉を耳にした

ことが無い人はいないのではないだろうか。少子化は世界の先進諸国においても、重要視

されている喫緊の課題として取り上げられており、これにまつわる話題は日々暗いニュー

スを報道し続けている。それらは労働力人口の減少、過疎化、地域コミュニティの弱体化

といった現在の問題に留まらず、将来的な社会保障負担の増大、経済規模の縮小など多岐

に渡った問題の要因としてのしかかっている。1989年に合計特殊出生率が 1.57となった

事をきっかけとして、 政府は 1994年にはエンゼンプランを 1999年には新エンゼルプラ

ンを策定し本格的に少子化対策に乗り出した。しかし、その後も出生率は回復の兆しを見

せることなく、2005年には合計特殊出生率が 1.26まで低下した。緩やかであった少子化

は次第に急速になり、このままのペースでいくと今のままの生活は保てなくなるだろうと

も論じられている。その最も大きい原因の一つとして挙げられるのが、子ども人口の減少

である。 

厚生労働省「平成 24年度人口動態統計」より本ゼミが作成した図が図 1である。第一次

ベビーブームがあった 1947 年～1949年間では、4以上の合計特殊出生率を示し、出生数

も 260万人を超えた。また、第二次ベビーブームの 1971 年～1974年間では 200万人を超

える出生数を記録するなど、日本は過去 2度のベビーブームを迎えることとなった。しか

し、2012年時点では第二次ベビーブームの約半数 100 万人の出生数であり、合計特殊出生
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率も 1.41にまで落ち込んでいる。グラフの指数近似曲線が合計特殊出生率の緩やかな減

少傾向を示すところを見ても日本社会における人口減少のトレンドは見て取れる。 

人口を維持するためには 2.07以上の合計特殊出生率が必要といわれる一方で、それを

大きく下回っている日本の社会は今後もさらに少子化が進行していくことが予想され、上

記のような様々な弊害をもたらすこととなるだろう。 

（図 1 厚生労働省「平成 24年度人口動態統計」より本ゼミが作成） 

 

 

1.2 理想のこども数を持たない理由 

人口置換水準を大きく下回る状況で、両親が子どもを産みたくないと思っているわけで

はない。国立社会保障・人口問題研究所が行った第 14回出生同行調査によると「平均理

想子ども数」と「平均予定子ども数」の間には常に差がみられている。 

図 2は「平均理想子ども数と平均予定子ども数」の推移を表に表わしたものだが、2010

年調査では理想子ども数が 2.42人であるのに対し、現存子ども数が 1.71人、また追加予

定子ども数が 0.36人であり、2つの総和をみても理想子ども数には届かないことが確認で

きる。また過去数回の調査結果を見ても、この「理想子ども数＞現存子ども数＋追加予定
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子ども数」という図式は変化しておらず、両親は望んだ子ども数を何らかの理由により持

つことができていない。 

（図 2 国立社会保障・人口問題研究所「第 14回出生動向調査」より本ゼミが作成 ） 

 

産みたくても産めない人々がそれぞれ産みたい子ども数を持つことができたならば、平

均で 2.42人の子どもを産むことができることにつながり、合計特殊出生率を大きく押し

上げる。少子化の是正とまではいかずとも、それぞれが望む人数の子どもを持つことさえ

できる社会であったならば、それは少子化の進展に歯止めをかけることができるだろう。 

では、日本の少子化の原因となっている子ども人口の増加が見込めない現状はどうして

生まれるのだろうか。図３の厚生労働省が発表した資料によれば、「なぜ理想の子ども数

を持たないのか」の理由を見たところ、最も多い回答が「子育てや教育にお金がかかりす

ぎるから」という経済的負担がどの世代を見ても 50％を超える回答率となっており、30

歳未満では 80％とほとんどの家庭が理想の子ども数を持たない理由として挙げている。ま

た、「自分の仕事に差し支えるから」や「夫の家事・育児への協力が得られないから」と

いう育児にかかわる負担と育児が及ぼす仕事への影響も 30歳未満の理想の子どもを持て

ない理由に大きく関わることが確認できる。 
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（図 3 内閣府「結婚、出産、子育てをめぐる状況」より抜粋） 

また、出生率の向上のための施策として、OECD(2011)の「Multilingual Summaries 

Doing Better for Families」によると  

『親が望んでいる人数の子どもをもてるよう支援する政策は、長期的に維持され、家庭と

仕事の両立をサポートするものではなければならない。金銭的支援の導入や増額は一時的

には出生率を押し上げる効果がある〔中略〕子供を持つことと仕事は、相互排他的なもの

ではなく、同時に実現可能なものと考えられている。』 

（OECD 2011 Multilingual Summaries Doing Better for Families より抜粋） 

と述べられており、OECDによる海外諸国との比較分析においても、客観的に「家庭と仕事

のサポート」と「金銭的支援」は合計特殊出生率に対して有効策であることが確認でき

る。これらのことを確認しても、経済的負担の改善と、仕事と育児の両立ができる支援を

推進し、育児の負担と仕事への影響を低減していかなければならない。 

上述してきた内容より、経済的負担、育児による心身の負担が、産みたいのに産めない

主な根本原因であると考え、本稿はこれらの改善に向けることと位置づける。そして、私
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たちは「産みたくても産めない人々」を対象として、子どもを産むことに対する上述した

ハードル（=障壁）を取り除き、それぞれが理想の子ども人数を得ることができる社会を

目指すことを目標とする。 

 

1.3 仮説 

少子化という問題を前にし、上述した中で私たちはまず育児負担に目を向けた。以前、

「男性は外で働き、女性は家を守る」文化であった日本の過去から上述の育児負担とは女

性に偏重するものであろう。しかし、女性も働く社会において育児負担を減らすためには

男性と二人三脚で育児を分配していくべきなのではないだろうか。未だ風土として根強く

残っている「男性が育児をしなくてもよい」という社会文化を転換させることを通して、

「理想の子ども数」を産めるように取り組まなければならないのではないかと私たちは考

えた。 

では、女性の育児の負担と並んで、日本の女性が子どもを産みたいのに産めていない理由

として、「お金がないから」という経済的な要因に対しても仮説を立てる。政府からの経済

的支援としては、様々な支援が行われているが、まだ不足していることが考えられる。現行

制度でも依然として経済的ハードルがあり、少子化に影響を及ぼしていると考えられるた

め育児を行うにあたり必要となる額を保障する「児童手当」に着目した。そこで日本の児童

手当と同じく現金支給を行っている海外の事例を参考にしつつ、日本国内で同じく地域独

自の現金支給を行っている事例と比較し、児童手当がより効果的に働く方法を模索する。 
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第二章 先行研究 

2.1 育児・経済に関わる先行研究 

吉田浩（2006）は、ノルウェーと日本の市町村レベルの出生率を算出し、ノルウェーで

取り組まれている家族政策を日本でも導入した場合の出生率の変化についてシミュレーシ

ョンを行っている。吉田浩は男性育児休業、女性育児休業、保育所施設に対する施策でそ

れぞれの合計特殊出生率に及ぼす影響力と、それらすべてを総合したときの影響力を示し

ている。日本において保育所施設のカバー率が 100％と仮定し、シミュレーションをした

場合では、出生率にポジティブな影響を及ぼすもののその影響力は小さいという分析結果

が算出された。また、それに対してノルウェー平均同様 23日間の男性の育児休業を推進

した場合の方が、出生率により大きくポジティブな影響を及ぼすことが結論付けられてい

る。 

脇坂明(2010)は育児休業が男性の仕事だけでなく生活にも影響を及ぼす事について重回

帰分析を用いて実証している。この研究では育児・家事という複数のタスクを同時遂行す

ることにより、時間管理能力やタスクを効率的に進める能力が高まり、その結果、仕事の

やりがいや達成感が生まれること、また、その育児休業経験者の仕事ぶりを学び、同僚も

それらの能力が高まるということを示している。そして、私生活についても男性の育児休

業利用経験者は地域とのつながりをも深めつつ、他の男性に比べて充実した私生活を送る

ことでワークライフバランスの向上を実証している。また、男性はほとんど有給休暇を取

得して育児の為に休暇を取得している事を導き出すとともに、育児休業取得者において男

性は短期型、女性は長期型の傾向を示した。そして、男性の育児休業取得者においては実

質取得期間が平均希望休暇取得期間を約 20 日程度下回るという乖離をも示している。 

また、佐藤博樹、武石恵美子（2004）は男性の育児休業の取得について企業や個人を対

象に定性的に調査を行っている。企業 563社と個人 1122 人へのアンケート調査及び企業

10 社と男性の育児休業取得者の 5人にヒヤリング調査を行い、その中で、男性の育児休業

取得が低調な要因として、育児休業制度等の法認知の低さ、過去の文化から生ずる女性優

先意識、企業内において男性への育児参加を良しとしない職場雰囲気の問題、男性が育児
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休業を取得することで昇進への悪影響を及ぼす等の計の 4点を挙げており、それらの改善

が必要であると述べている。 

松田茂樹(2006)はこの論文で社内風土の必要性を認めながらも制度面で「大きな問題」

があるのではないかと考え、育児休業の制度そのものに焦点を当て、論じている。そこ

で、同氏は男性と女性の必要としている育児休業の形式の違いから現在の育児休業制度が

日本の男性の働き方にあってないことを要因として挙げている。女性は「長期の育児休業

を取得し職場復帰」を望んでいるが、男性は女性の育児を支える短期取得がそのニーズの

多くを占めているが、現行制度ではそのニーズに応えられていないと述べている。松田は

上述した点より 4 つの変更点を提案している。⑴配偶者が専業主婦かに限らず育休取得を

可能にすること、⑵育休の分割取得を可能にすること、⑶育休の申し出を遅くすることで

容易に取得できるようにすること、⑷育休中の賃金保障方法の変更であり、休業期間が短

いほど高く、長くなるほど低い形にするという上記 4 つの点である。論文を一環して松田

は、男性が利用しやすい制度に変更することを求めている。 

阿部彩(2006)では児童手当の実際の使途と子どもへの効用について検証している。 

筆者は児童手当が子どもの効用を高めるとすれば、それは 3つの経路によると示される

としている。1つは、児童手当が実際に子どもに関わる支出に用いられることである。子

どもの教育費、食費、衣類などへの支出がこれにあたる。また前提として子どもの養育は

長期的に行われるものであるため、子どもへの支出は必ずしも児童手当が支給された時点

で発生するとは限らず、将来の支出のために貯蓄される可能性があることも考慮しなけれ

ばならないと言われている。また、児童手当によって子どもの効用が高まる第 2の経路

は、子どもが属する世帯全体の支出が上昇し、子どもが生活する環境が向上することであ

るとされ、第 3の経路は、受給世帯の所得が上がることにより生活にゆとりが出て、親の

生活感が改善することであると述べている。現在、給付額は少ないがその用途は多くの家

庭で子どもの養育費に使用していることから、給付額の増加は児童に効用を及ぼすことが

期待されると述べられている。 
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2.2 本稿への位置づけ 

吉田浩の研究からシミュレーション分析の結果を確認し、日本において少子化対策を講

じる際、保育所政策と比較して男性の育児休業増進政策が有効であることが導き出されて

いることから、私たちが保育所政策よりも育児休業政策に焦点を当てる根拠とし、少子化対

策への育児休業の推進を目指していくこととする。 

では、脇坂明の研究から、男性の育児休業の推進は企業への業績や作業効率の向上、また、

地域社会とのつながりの促進、そして、育児休業を取得した男性個人への精神的な好影響を

及ぼすことが確認できた。このことから、社会全体においても男性の育児休業政策は促進さ

れるべきものであると考えられる。また、女性への育児負担偏重はこの脇坂の論文から理解

することができると考える。 

次に、佐藤博樹、武石恵美子の研究より男性の育児休業が低調な要因を 4点導き出して

いることから私たちは変更が比較的容易な法認知の低さと昇進への影響の 2点から改正を

行っていくこととする。そして、その副次的効果として、文化的な女性優先意識や企業内

での男性の育児参加を良しとしない職場雰囲気の問題を改善していくこととする。 

松田茂樹による研究では、男性が取得しやすい制度への変更を求め、制度をより多くの

男性に利用することを考えている。ここから、私たちの論文でも、男性が育児休業を雰囲

気の問題ではなく、利用しやすいから利用するということを加味していくことを考慮して

いくこととする。 

阿部彩では、給付額が少ないことにより、あまり家計に影響が出ていないと主張されて

おり、そこで児童手当を増額することによって子どもへのさらなる効用が期待できる。ま

た、使途を指定した現金給付を例にあげているが、私たちは使途を限定せず、家庭に応じ

た使い方ができるように使途が自由な給付を行うことが適切であると考え、これらの論文

を本稿の位置付けとする。 
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第三章 現状分析 

3.1 男性の育児休業 

本節では、「育児から生じる心身の負担」について、負担が女性に偏重していることを

示したのち、男性が育児に関してどのように考えているのか、現状としてどれほど参加し

ているのか、女性への負担偏重が女性にどのように影響を及ぼしているのかについて述べ

ていく。また、男性が育児に積極的に参加することによる職場への影響と政府の取り組み

についても論じていく。 

ベネッセ教育総合研究所の 2014年の調査によると「家事や育児に今以上に関わりた

い」と答えた父親は 2005年調査の 48％より 10％上昇して 58％と増加傾向となっている。 

しかし、図 4の子育てに関わりたい父親がどのような形で育児に参加したのかを示すグ

ラフでは、「休むことはしなかった」が 46.5％で最も高く、次いで、「有給消化によって

休みを取得した」が 39.4％で高かった。一方で、「育児休業制度を利用した」男性は

4.8％と取得率はかなり低調であり、育児に参加する父親はほとんど育児休業を取得せ

ず、それまで貯めた有給を消化することによって育児に参加していることが分かる。ま

た、有給休暇を含めた休暇を取得した男性のうち、「いつ頃休んだか」を示したグラフで

は、「出産前」が 17.7％、「出産当日」が 39.6％、「産後 8週間まで」が 28.8％と出産

前から産後 8週間までの期間がほとんどの割合を占めている。これらのグラフを確認する
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と、つまり、男性は単発で育児負担を請け負うだけで、子供が 1歳になるまでの子育てを

ほとんど女性に任せていることが見て取れる。 

（図 4 ベネッセ教育総合研究所 乳幼児の父親についての調査より本ゼミが作成抜粋） 

よって、現状として図 5のように男性の育児休暇取得率は 1996年から 2013年で比べる

と取得率は約 2%のみの上昇だけであり、育児・介護休業法が策定されてから約 20 年で大

きな変化が見られないという結果となっている。 

（図 5 厚生労働省 平成 25年度「事業所調査結果概要」より本ゼミが作成） 

また、新聞によっても男性の育児休業について育児休業を取得したい男性とそれを取得

できない環境の狭間で思い悩む内容が取り上げられている。 

2015 年 8 月 26 日の読売新聞朝刊「子育てもっと 父離職」の紙面では『午後 9 時以降

に帰宅する父親が全体の約 4 割であり、そのうち 85％が子供との時間を「十分に取れな
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い」と答え、育児と仕事の狭間で悩む男性は多い。〔中略〕暮らしのリスクを覚悟した上

で離職に踏み切る子育てに積極的な男性は増えている。総務省の調査では、子育てを理由

に離職した男性は、1997 年 10 月から 02 年 9 月までの 5 年間（5100 人）から、07 年 10

月から 12 年 9 月までの 5 年間（1 万 2000 人）で倍増した。〔中略〕人口減で社会の活力

を維持するためには、職場風土の改善や勤務時間の柔軟化など、男性の働き方を見直す必

要がある』と記されていた。このように育児休業取得をせずに離職を選択する父親が増加

することをみても職場の雰囲気の改善はされるべき課題であろう。 

企業と育児休業は必ず関わってくるものであることから企業にとって男性の育児休業は

どのように認識されているのであろうか。武石恵美子教授らが行った「父親の育児に関す

る調査研究」（2011）に収録されている企業管理職者を対象とした「男性が育児休業を取

得していた間の職場全体の生産性（休業取得前との比較）」のアンケート調査によると、

「変わらない」が 61%と過半数を占め、「少し下がった」が 24.4％、「上がった」が

7.4％、「大きく下がった」が 2.2％という結果となっている。 

（図 6 こども未来財団「父親の育児に関する調査研究」より本ゼミが作成） 

また、図 6のこども未来財団が作成した「男性が育児休業を取得した場合の職場全体へ

の影響（複数回答）」のアンケート結果を見ると、「会社の男性の育児参加に対する各人

の理解が深まった」（44.9％）「自分のライフスタイルや働き方について見直すきっかけ

になった」（29.4％）「仕事の進め方について職場の中で見直すきっかけになった」

（31.3％）「各人が仕事に効率的に取り組むようになった」（22.8％）「会社や職場に対

する各人の愛着や信頼が深くなった」（9.8％）「職場の結束が強まった」（18.4％）
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「職場全体の生産性が上がった」（8.5％）「利用者の仕事を引き継いだ人の仕事の能力

が高まった」（16.5％）「休業中の子育て経験により利用者の仕事能力を高めた」

（6.6％）と、全体的に男性の育児休業取得が職場の雰囲気にポジティブな影響を及ぼす

という傾向があるといえる。そして、上述したこども未来財団の研究から、ニッセイ基礎

研究所（2012）は男性の育児休業取得を「中長期的な生産性の向上のチャンスにできる可

能性が高い」と位置付けている。これらのことから、男性の育児休業の取得は職場の生産

性に短期的には変化を及ぼさないが、周囲の職場環境に対して中長期的にポジティブな影

響を十分に与えうるものであり、中長期的視点の会社づくりに役立つ施策と言える。 

では、少子化の一途をたどる要因として女性の育児に対する精神的・身体的負担があ

り、それが及ぼす結果として出産を機に仕事を辞める女性の割合を確認していく。 

女性の第 1子出産後の継続就業は、依然として困難である。厚生労働省が公表している

2005年から 2009年の期間では、第１子出生年別にみた第１子出産前後における出産前有

職者の退職率は約 62％であると試算できた。この数値は 1980年以降上昇し続けている。

さらに、下図、図 7を見ると「妊娠・出産前後に退職した理由」では「結婚・育児に専念

するため自発的にやめた」（39.0％）「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難し

さでやめた」（26.1％）「解雇された、退職推奨された」（9.0％）が約 74％を占めてい

る。やはり、女性は出産を機に仕事を辞めなければならない現状にあることが理解でき

る。 
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（図 7「仕事と家庭の両立をめぐる現状①」より本ゼミが作成） 

近年、政府が女性の育児負担を男性の育児休業推進によって改善しようとする動きも確

認できる。 

1991年に「育児休業に関する法律」を策定したことで男性にとって育児休業の取得が権

利として認められた。その後、政府は改正を行い 2009年改正が現在の最新版となってい

る。その中で、育児休業期間は男女がともに取得する場合、子どもが最大 1歳 2か月にな

るまで取得可能に延長され、男性は妻の職業に関わらず、また、妻の産後休暇中も並行し

て育児休業を取得できるように変更された。そして、男性はその後 1年 2か月の期間内で

あれば、2度目の育児休業を取得する権利を与えられることとなった。では、以下で子育

て期間内の所得について述べていく。 

表 1 は育児・介護休業法と健康保険法に記された出産手当金と育児休業給付の概要であ

る。ともに休業中の給与を補てんするものであり、職場復帰までを援助・促進するものと

されている。それぞれの給付金額として、出産手当金は標準日額報酬の 3 分の 2 相当額を

合計 98 日間取得でき、また、育児休業給付の場合、開始日より 180 日間が標準日額報酬

の 67％、180 日以降は 50％が支給される。出産手当金は 2008 年に、育児休業給付は

2009 年に増額され、育児の重要性に焦点が当てられているといえる。 
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また、給付だけでなく、産前産後休業、育児休業ともにその取得期間の保険料が免除さ

れ、また、非課税である。さらに、所得税、住民税が免除されるため、実質賃金は給付額

以上となることがわかる。 

また、政府は、個人に対して休業制度を充実させるだけでなく、企業に対して子育て推

進施策を講じた。 

次世代育成支援対策推進法という 2015年までの時限立法を策定し、政府は次世代の社

会を担う子供が健やかに生まれ、育成される社会へのために転換を図っている。本法によ

り従業員が 101人以上の事業主は行動計画を策定することを義務付けられ、一定基準を満

たす企業に対し、「くるみん認定」を行っている。認定基準は、（1）一般行動計画の策

定、（2）計画期間が 2年～5年であること、（3）計画目標を達成したこと、（4）行動計

画を公表し、労働者への周知を適切に行っている、（5）計画期間内に男性育児休業所得

者が 1人以上、（6）計画期間内に女性育児休業者が 75％であること、（7）3歳から小学

校就学前の子を育てる労働者にフレックスタイム等の策を講じている。（8）①所定外労

働の削減のための措置、②年次有給休暇の所得の促進のための措置、③短時間正社員制

度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のため

の措置、上記①～③のいずれかについて成果に関する具体的な目標を定めて実施している

こと、（9）法令違反を行っていないことの 9つである。認定が行われた企業は「くるみ

んマーク」を企業広報誌等に掲載することを許可され、従業員の仕事と生活の質を向上さ

（表１ 厚生労働省「育児休業給付」と「出産・育児休業に関する手当等」より本ゼミが作成 ） 

内容

目的

給付金額

期間

原則出産日以前42日
出産日から56日後
合計98日間の支給

一定条件を満たした被保険者が
一歳未満の子を養成するまで

出産手当金 育児休業給付

育休により休業する場合に、給与を補てんする制度

労働者が育児休業を取得しやすくし、その後円滑な職場復帰を援助・促進する。

標準日額報酬の三分の二相当額

開始日より180日まで
標準日額報酬の67％

181日から標準日額報酬の50％
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せる行動が国から評価されていることを外に対して一目で示すことができる。現在、この

時限立法は 2025年まで延長され、企業のさらなる取組みを推進することが求められてい

る。 

くるみんマークの取得について従業員 100人以下の中小企業は、努力義務を課せられて

いる。また、制度においても従業員 300人以下の企業に対して、取得しやすいように

（5）、（6）について特例が設けられている。（5）の場合、従業員 300人以下の企業で

は、（5）を満たさなくても①計画期間内に男性看護休暇取得者がいること、②計画期間

内に労働時間の短縮措置を利用した男性がいること、③計画前 3年以内の期間に男性の育

児休業者がいること、④企業が講じる育児目的の休暇制度を利用した人がいることという

①～④のうちいずれかに該当すればよい。また（6）の場合、従業員 300人以下の企業で

は、（6）を満たさなくても期間開始前 3年以内に女性の育児休業取得者が 75％以上いれ

ばよいと規定さてれている。 

このように育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法等により、労働者の育児休業

の期間延長や育児休業を取得した際の支給額の増額、また企業に対して雇用環境に対する

認定マークの推進等、様々な施策が講じられてきた。 

ここまで、女性の育児における心身の負担について男性の育児休業の面から現状を分析

してきた。現状として、男性はほとんど育児休業を取得せず、女性への負担偏重が著し

い。その結果、女性は育児を機に退職する人が多い状況にある。しかしながら、男性自

身、育児により多く参加したいと考えており、政府もそれを個人、企業の両側面で後押し

している。また、男性が育児休業を取得することで会社にとってもメリットがあることも

確認できた。 

 

3.2 社会保障 

では、次に社会保障について確認していく。本節では、理想子ども数を持たない理由とし

て挙げられている経済的要因について、どのような現状があるのかに触れる。育児にかかる

費用やその費用を支援する児童手当について述べ、育児に関して経済的支援を先進的に取

り組んでいる海外事例と国内事例を紹介していくこととする。 

経済的負担として、子供 1人が出産から中学生になるまでにかかる教育費は、文部科学省

が公表している「2012年度子供の学習費調査の結果について」によると、約 1400 万円であ
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る。その期間に受給できる支援金はあるが、それらをすべて受け取っても、かかる費用の半

分も賄えない現状がある。子供を産むのが 2人，3人と増えるたびに出産・子育ての費用も

2 倍，3 倍となるため、支援金をもらったとしても子どもを産む際にかかる費用への経済的

不安は子供を産むごとに大きくなっていく。日本では数多くの子育て支援策が講じられて

いるが、その中のひとつに子育てを支える制度として、児童手当がある。児童手当は他の補

助金のように出産のときだけなどではなく、0歳～中学生までの広い範囲で経済的支援を行

っているのでそれだけ経済面で広く影響を及ぼすと考え、本稿は児童手当について見てい

く。 

児童手当支給の目的として、厚生労働相が提示している「児童手当法の一部を改正する法

律の概要」によると①家庭等の生活の安定に寄与する②時代の社会を担う児童の健やかな

成長に資するとされており、所得限度額は家庭内所得が 960万円未満である。実施主体は市

区町村だが、公務員のみ所属庁により実施される。児童手当の支給額は、以下、表 2で示さ

れているように、0～3歳未満は 1万 5000円、3歳～小学校修了前までは第 1子、第 2子で

は 1万円、第 3子以降では 1万 5000円支給、また中学生では 1万円支給される。また高い

所得を得ている世帯には自治体ごとに設定される所得制限があり、それに該当する世帯で

は特例給付として子ども一人につき 5000 円が給付される。さらに 2015 年度に子育て世帯

臨時特例給付金という制度がつくられ、2015 年 6 月にのみ児童手当の支給を受けている子

ども 1人につき 3000円の支給が行われた。しかし、第 1章でも示したように、理想子ども

数を産めない理由として経済的不安を挙げる人はまだ多く、実際の少子化は現在も進行を

続けているため、現行の経済支援の水準では子どもを産みたい家庭への支援が十分ではな

いことがわかる。 
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（表 2 児童手当の最新情報「児童手当金額 2015年」） 

海外事例を確認すると、フランスでは合計特殊出生率が日本よりも高く、なおかつ手厚

い家族手当の仕組みによって効果的な少子化対策を行っている。また、フランスではかつ

て女性は家を守るという価値観が強かったが、1970年頃に仕事と家庭の両立を支援する政

策に転換し、1970年代の 1.6から、これらの制度により 2013年には 1.99に回復した。 

日本も女性が家を守るという価値観から 1990年頃に仕事と家庭の両立支援政策に転換

しているが効果を示していない。フランスと日本は、女性が家を守るという共通の文化か

ら仕事と家庭の両立支援政策に移ったという点で類似しており、なおかつフランスでは出

生率が高いという事実から、先進的な成功事例としてフランスを取り上げる。 

フランスの家族手当の内容は以下の表 3に示す。家族手当の内容として、対象の年齢は

第 2子以降の 20歳未満の子どもに対して支給される。また 1ヶ月当たりの支給額は、第 2

子で 129.35ユーロ（約 1万 7000円）、第 3子で 295.05ユーロ（約 3万 9000円）となっ

ている。それ以降は 1人につき 165.72ユーロ（約 2万 2000円）加算される。また 14歳

～20歳になると、年齢加算があり月額 64.47ユーロ（約 8500円）の額が加算される。 
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フランスと日本の社会保障を比較すると、期間という点では、フランスの方が第 2子以降

で 20 歳まで給付され、日本に比べて期間が長くもらえる特徴がある。そして給付額では、

第 2 子、第 3 子でフランスはそれぞれ日本より 5000 円高い。また 11 歳以上になると年齢

加算によってさらに額が増える。また高校に通うまでの教育費が原則無料であり、教育費が

家計を圧迫しない形となっている。総じて子どもを産むほど手当が大きくなる制度となっ

ている。フランスでは合計特殊出生率が 1994 年に 1.65 で最低となったが、これらの制度

により 2015年に 1.98に回復した。 

では、国内事例ではどうか。東京都江戸川区の「乳児養育手当て」を例に挙げると、乳児

養育手当は、乳幼児にとって一番大切な時期を保育に専念してもらうために経済的支援を

行うことを目的としている江戸川区独自の制度である。概要としては、0歳児の乳児の保護

者に対して手当支給額として１年間、月額 1 万 3 千円が支給される。これも児童手当と同

様に受け取るためには所得制限が設けられており、限度額に達している人は給付されない。

このような独自の支援金制度があることや、その他にも様々な子育てに対する手当てが設

けられているため、1993年以降、20年連続で 23区トップの出生率を維持している。 

江戸川区の事例では、子育て支援策の 1つとして現金支給を行いかつ、他の政策とも相ま

って出生率が高い数値を示しているため、参考事例として用いている。 

育児にかかる費用の現状や育児に対する経済的支援を行っている先進事例を考察してい

く中で、日本の現状の児童手当の支援水準では不足していることがわかり、変えていく必要

があると考える。 

 

（表 3 厚生労働省「2014 年海外情勢報告フランス共和国社会保障施策」より本ゼミ作成） 
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3.3 育児負担考察 

育児休業の側面から少子化に歯止めをかけていくためのアプローチとして、3.1 で述べた

ように第 2 子、第 3 子を産もうと思うために女性の育児中の負担を減らしていかなければ

ならない。その主体として私たちはこれまで男性の育児休業取得増進について焦点を当て

て論じてきた。男性の育児休業取得がいまだ低調な取得率を見せている中で、制度として男

性の育児休業は拡充され、男性も取得する人が増加している。また、企業に対しても会社づ

くりにポジティブな影響を及ぼすことも確認できた。 

では、なぜ育児休業取得が推進されないのだろうか。 

(図８ 「男性の育児休業 社員のニーズ、会社のメリット」p44より本ゼミが作成) 
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男性の育児休業を促進するために必要と考えられる対応を示した図 8 は「男性の育児休

業 社員のニーズ、会社のメリット（中公新書）」より本ゼミが作成したグラフとなっている。

このグラフより、個人が「昇進等に影響しないなど人事制度の整備」という対応が必要であ

るという考えに対し、企業がそのニーズを認知していないという図式が見て取れる。また、

同じく「育児休業制度の周知・徹底」、「男性に育児休業を割り当てる制度の創設」において

も差がみられる結果となっている。 

つまり、取得する側の男性個人が望むことに対して、企業がその必要性を重要視していな

いというギャップが生じているということが確認でき、男性が育児休業を取得することや

それに対する制度の周知において企業は現状として十分と考えているが、それが従業員 1人

1 人までに行き届いていないことがわかる。よって、企業と個人の意識の差を埋める施策を

以下、提案として述べていく。 

 

3.4 経済要因考察 

また、3.2で述べたように日本の国としての経済的支援を見てみると、支援の水準が低

いことがわかる。国で行っている児童手当などに加え、東京都江戸川区の事例のように独

自の手当てを出しているものや、少子化対策に成功しているフランスの事例のように家族

手当が適用される年齢や金額が手厚くなっており、日本も少子化是正のため、国レベルで

の支援の水準を上げていく必要がある。よって、これらの研究を踏まえ、次章で政策提言

する。 

また子供一人が出産から中学生になるまでにかかる教育費のうち、現行の支援金では教

育費の半分も賄えておらず、さらに現在の日本の児童手当の制度では、第 2子、第 3子を

産むごとに経済的負担は倍増するのに関わらず、大きく増額されていない。このままで

は、子どもを産むごとに負担は増えてしまうため、出生率は低下することが考えられる。

そこで、この経済的負担を軽減すべく、次章で政策提言を行う。 
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第四章 政策提言 

4.1 育児休業への提言 

政府はこれまで「育児・介護休業法」等の育児休業政策の認知・推進を、企業に対して義

務化はせず、企業も社員の 1人 1人への周知を取り組まなかった。しかしながら、私たちは

「パパママ育休プラス」の制度が産後休暇中の女性の育児負担軽減に有効な策であると考

え、本制度を従業員に対して周知させることを企業に義務づけることを提案する。必ず、紙

媒体として既婚者に対して渡し、男性・女性に対して育児休業の制度が権利として存在する

ことを認知させ、この書類による周知を前提提案とする。 

では、この前提提案を踏まえ、3.3の図 8中の①「昇進等に影響しないなど人事制度の整

備」を改善するために企業制度に対して私たちは、従業員が育児休業等の子育てに関する制

度を導入した際の企業の評価方法や昇進への影響について明記したのち、既婚従業員に対

して評価方法の周知を、同じく書類配布を通じて行うことを義務付けることを提案する。企

業は育児・介護休業法にて育児休業取得者に対してその不法取り扱いを禁止することを明

記されており、現状として、不法な取り扱いが行われることは違法とされている。しかしな

がら、法の認知は遅れており、制度を知らない人も多く存在する。そこで、企業が昇進等の

評価について明記し、上司からその通達が既婚従業員に書類によって周知されることで制

度と評価方法への認知が行われ、「昇進等に影響しないなど人事制度の整備」が不十分であ

ることによって育児休業等の制度取得を断念する人を減らすことができると考える。 

では、最後に「男性に育児休業を割り当てる制度の創設」（図 8③）に対する提言を行う。 

現在施行されている育児休業の制度では、基本的に女性は子どもが 1歳になるまで、男性

は 1 歳 2 ヶ月になるまで育児休業を所得する権利は法律の下で認められている。しかし、
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育児休業の所得する権利として認められていても女性の出産前就業者の辞職率が上昇し、

男性の育児休業取得率が伸び悩んでいることが現状である。この現状から、現行制度に加え

て、女性が出産した日から女性のパートナーの育児休業を 23日間義務化することを提案す

る。ただし、女性の署名によってパートナーが育児休業を辞退する制度も導入し、育児休業

の取得を雇用者側が選択しやすくする。男性の育児休業の取得を義務化することで「男性に

育児休業を割り当てる制度の創設」を行うことができると考えられる。 

上記 3つの提案を推進することで、男性の育児休業所得に必要と考えられる対応の中で、

3.3 で確認した個人と企業のギャップが著しい「昇格等に影響しないなど人事制度の整備」

「育児休業の周知・徹底」「男性に育児休業を割り当てる制度の創設」の上位 3つを改善す

ることが出来ると考えられる。 

 

4.2 経済政策提言 

では、経済的要因について政策提言を行っていく。 

児童手当の目的は、「児童を養育しているものに児童手当を支給することにより、家庭に

おける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向

上に資する（児童手当法第一条）」としている。 

児童手当の増額を行う意義としては、理想の子ども数が産めない理由のひとつである、経済

的負担を児童手当の増額によって軽減し、理想の子ども数を産める環境を作ることである。

また育児休業という企業からの援助に加え、国というセクターから子育てを後押しする政

策を行うことで、国が旗振り役として子育てを応援しているということを発信することが

できる。児童手当の増額の政策だけでなく、男性の育児休業取得を広げることを同時に提案

することで、育児休業が長期的に、現金支給が短期的に効果を果たし、それらの相乗効果を

狙う。 

男性の育児休業が日本で文化として浸透するには何年という長い時間がかかるため、そ

れまでに即効で効果を示せる策として児童手当の増額という提案が存在する。海外では、教

育費や医療費など現物給付を行っている国も多いが、子どもの年齢や特性に応じて家庭ご

とにお金を割く場所が異なり、経済的要因から出産をためらう人が多数存在するというこ

とも考慮し、育児家庭が自由に活用できるように支援金という現金支給を行う。そうするこ

とで育児家庭がこれまで以上に国からの支援を実感し、国が子育てに保障してくれている
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ということを感じてもらうことができると考えるからである。 

実際の金額は 2011年に民主党の子ども手当の満額支給である 2万 6千円を参考にしてい

る。この額の根拠として、2007 年 3 月の「民主党の『子ども手当』政策について（中間報

告）」で、「各種調査から、子育て費用として月平均 2 万 6千円程度掛かるというデータが示

されている点や、日本と同様、少子化問題に直面する欧州諸国の『子ども手当（家族手当）』

の支給水準が平均 2 万円強である点などを考慮」して 2 万 6 千円に設定したとしている。

本稿の現状分析の海外事例においても、今でも出生率が高い国では 2 万円強の現金支給が

されているため、子どもを経済的に産みやすくするには 2 万円強の水準が必要であると考

える。金額は以下の表の通りになる。 

またこの政策は経済的不安を持つ中間所得者、または低所得者層にむけたものなので、高

所得者の世帯にはこれまで通りの所得制限を設ける。 

民主党政権時代に行われた子ども手当では、財源難などの理由から増額は断念されたが、

現在は人口減少と少子高齢化が急速に進んでおり、緊迫性が高まっている。さらに、私たち

の提案では第 2 子、第 3 子を対象としており、もう 1 つの提案である育児休業の促進とセ

ットで行うため、財源的負担も軽減される。個人が一生涯働いて払う税金額は 3000万円程

度と言われており、子どもが産まれて働き、税金を支払うことを考慮すれば、そのお金によ

ってこの政策の財源が補填されるので、将来への投資と考えて支給できると考える。 
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4.3 展望 

本稿では「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会、子育てを行うことと

仕事のバランスを選択できる社会」という日本の将来像実現のために、育児休業の取得と社

会保障に着目して研究を行った。国立社会保障・人口問題研究所の調査から「平均理想子ど

も数」と「平均予定子ども数」の間に生じるギャップに課題点を見出した。その上で、内閣

府や OECDによる「理想の子ども数を持たない理由」にある①「育児から生じる心身の負担」 、

②「経済的理由」 を優先して取り組むべきであると見解を出した。①に関しては「育児休

業取得方法の改善による男性の家事・子育てへの参画促進、職場風土の改革」、②に関して

は新たに「児童手当支給の改善」の導入を提言した。本稿での政策が実現されることにより

「理想の子ども数を生むことを実現することの出来る社会」と「子育てを行うことと仕事の

バランスを選択できる社会」の両立が将来の日本で可能となり、少子化の是正に好影響をも

たらすと考えられる。 

本稿での提案により、少子化の是正に好影響をもたらすことは出来るが、依然として課題

は残されている。提案を実現させるためにも「育児・介護休業法の法改正」、「育休取得者を

持つ企業のマネジメントを含む企業内の課題」、「子どもが税負担者となるまでの財源の確

保」のようないくつかの課題が存在するが、国全体の未来に関わる喫緊の課題に対して行政

機関、企業、そして市民が解決に対する強い問題意識を持つことが求められる。 
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Multilingual Summaries OECD 2011 

・厚生労働省「平成 24年度人口動態統計」 

（http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei12/） 

2015/09/14データ取得 

・国立社会保障・人口問題研究所「第 14回出生動向調査」 

（http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou14_s/chapter3.html#34） 

2015/09/14データ取得 

・データブック国際労働比較 2015「第 2-9表 合計特殊出生率」 

（www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2015/02/2-9.xls） 

・内閣府「結婚、出産、子育てをめぐる状況」 

(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-

2014/26webhonpen/html/b1_s1-1-4.html) 

2015/09/14データ取得 

・内閣府「少子化対策」 

（http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/index.html） 

2015/09/09 データ取得 

・「育児・介護休業法」 

（http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html） 

2015/09/09データ取得 

・厚生労働省 政策レポート「育児・介護休業法の改正について」 

（http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/06/06.html） 

2015/09/09データ取得 

・ニッセイ基礎研究所 男性の育児休業取得率は過去最高でも 2.6％ 

（http://www.nli-research.co.jp/report/letter/2012/letter120521.pdf） 

・次世代育成支援対策推進法の概要と改正ポイント 

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/kurumin01.pdf) 

・育児・介護休業法 第 21条 

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_014.pdf) 

・育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて 
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(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf) 

文部科学省「平成 24年度子どもの学習費調査の結果について」 

（ http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/__icsFi

les/afieldfile/2014/01/10/1343235_1.pdf） 

 

・児童手当の最新情報「児童手当金額２０１５年」 

（http://児童手当金額.com/kingaku.html） 

・厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金 」 

（ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjito

kurei/） 

・厚生労働省「2014年海外情勢報告 フランス共和国社会保障施策」 

（http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/15/） 

・江戸川区役所「乳児養育手当（ゼロ歳児）」  

（https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kosodate/kosodate/teateshien/youiku.html） 

・児童手当法 

（law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html） 

・参議院「子ども手当の創設と課題」 

（www.sangiin.go.jp/japanese/annai/.../20100701015.pdf） 

・民主党の「子ども手当」政策について（中間報告） 

（www.dpj.or.jp/news/files/kodomo07.3.20.pdf） 

・PRESIDENT Online 「生涯税金はいくら払うか」 

（http://president.jp/articles/-/433） 

 

 

 

 


