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第１章.20～30年後における日本のあるべき姿【ビジョン】 
私たちが将来の日本について考えたとき、あらゆる選択に関してポジティブに考えるこ

とが可能で、他者に対して寛容であり、持続可能な社会であってほしいと考えた。 

その中で、私たちは特に子育てについて注目した。その理由は、今大学生である私たち

自身がこれまで家族や周りの人に支えられた経験があり、家族や地域の人の大切さを知っ

たからである。また、少子高齢化が進む日本の将来を支えるのは、私たちに加えて、これ

から生まれてくる子どもであると考えたためである。 

子どもを持つことをポジティブに考え、子育ての過程で生じる様々な負担に対して寛容

であり、子どもが健やかに育ち、また次の子どもを産むことができるという好循環が生ま

れることが私たちの理想の日本の姿である。 

具体的なビジョンは次のようなものである。子どもを持ちたいと思っている人が、行政

の支援や地域の人の支え、職場での理解を得ることができ、子育てに関する不安よりも子

どもを持つことの喜びが大きい社会となる。その社会では、子ども・親・高齢者などの多

くの世代が協力し合い、交流できる社会になっている。子どもは将来の日本を支えること

や誰しも昔は子どもであり、周りの人に支えられてきたことが広く認識されていて、子育

てに関して生じる様々な負担を社会全体で共有することが当たり前のことだと考えられて

いる。 

日本が抱える少子高齢化という問題は、社会保障制度の持続可能性の観点からネガティ

ブに捉えられてしまうことが多い。しかし私たちは、この問題を逆手に取り、一人の子ど

もを多くの人が支えるチャンスになると考え、これまで親が中心となって子どもを支えて

いた「おんぶ」型の構造から、社会全体でより多くの担い手が子育てに参加する「おみこ

し」型の構造になること目指す。このポジティブな発想転換が、本報告書のサブタイトル

の由来である。 

これらの理想の日本を実現するために、社会全体で子育てを行うというマインドが共有

された上で、子育てに社会全体で関わること、また、子育てによってあらゆるキャリアの

選択に支障がないように仕事が続けられるようになることが重要であると私たちは考え

た。よって、「前向き」かつ「寛容」で「持続可能」な理想の日本を実現するために、私

たちは、ジュニア・アカデメイア 3 期生として「社会全体で子育て」することを提言す

る。 

この章では日本のビジョンに関して、特に実現すべきだと思われる重要な点を 4 つあげ

る。1 つ目は、社会全体で子育てをするマインドが共有され、それが仕組みや行動によっ

て実現されること。2 つ目は、地域全体で子育てを支えていること。3 つ目は、子育てと

キャリア（仕事）が両立できること。4 つ目は、「子どもの貧困」が解消され、生まれに

よって子どもの選択が制限されない社会である。 

 

1-1 「社会全体で子育て」が当たり前の社会 
 20～30 年後の日本では、働き方や家族のあり方の多様化が 2018 年現在よりもさらに進

んでいるだろう。共働きの両親、シングルマザーおよびシングルファザー、学生結婚カッ

プル、専業主婦（主夫）など、親たちは様々な家族形態の下で子育てをしている。また、

フリーランスや副業を行う人、テレワークなど働き方の選択肢も今以上に増加することも

予想される。 

 こうした個人の多様な働き方、生き方を支えるのは、「子どもは社会の資産」という共
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通のマインドである。子どもを大切にし、子育てを応援する雰囲気が社会全体で共有され

ている。そして、そのマインドは実際に行政や企業の支援として実現している。行政は保

育園、その他の幼児教育、親への支援を当然のように行い、必要とする個人が、産休・育

休制度を取ることができる企業の制度、風土が当たり前になっている。 

 誰もが子どもは未来の納税者、労働力、有権者であり、20～30年後の現役世代を支える

「社会の作り手」であることを認識、共有している。だからこそ、人々が自身の立場、子

どもの有無に関わらず、子どもや子育てに従事する親、関係者、関連施設に対して協力的

かつ寛容なのだ。多くの人が子どもに対する無条件の愛を持ち、子どもや子育てに従事す

る人々を思いやることができる、「社会全体での子育て」に対して積極的な社会となる。 

 

1-2 地域全体で子育てに参加する「ななめで子育て」 
現在、子育てをしようとすると多くの制約に直面する。待機児童の問題は首都圏を中心

に解決する見込みは薄い。以前行ったヒアリングで、育児休暇を 6 ヶ月取得した後、復職

しようとしたら、部署間でたらい回しにされた男性の話を聞いた。また、育休が取りづら

いなどの時間的制約、養育費・教育費などの金銭的制約もその例である。これらの制約に

直面しながらも子育てを行うには、親子間のみでの「縦の子育て」では解決が困難である

のが現状である。 

そのため、将来の日本では、社会全体で子育てに協力し合う「ななめで子育て」が進ん

でいる。ここで言う「ななめで子育て」とは、子どもの親に加えて、その他の親族、近所

の住人、地域の高齢者、地元の大学生などが協力し合い子育てをすることと定義する。こ

の「ななめで子育て」を通して、多くの人が子どもと直接触れ合う機会が増える。そのこ

とによって、子どもの可愛さや成長を感じる機会が増え、子育ての重要性を理解し、子ど

もに対する思いやりを持つことができる。 

具体的には、地域で親子参加型のサークル活動を行ったり、放課後に定年後の高齢者が

地域の子どもの面倒を見たり、地元の大学生が子どもに勉強を教えたりすることが、首都

圏でも当たり前に行われるようになることが理想である。 

 「ななめで子育て」が実現される上で重要なのは、子どもと地域を繋ぐスペースとそれ

に参加してくれる人が十分いること、そして、子どもと地域住民が交流する場が、必ず子

どもが歩いて行ける範囲内にある点である。近年、子どもと地域を繋ぐ既存の取り組みと

して、地域子育て支援拠点事業や子ども食堂などが増えている。全国各地に、子どもが気

軽に立ち寄ることができ、地域の住民がそれぞれの可能な範囲で子育てにコミットできる

ような施設・機会が数多く整備されることが必要だ。 

 上記の「ななめで子育て」には、子どもや子育て世代以外にも利益があると考える。世

代や所属を超えた繋がりを生み出すコミュニティは多様な生き方が進む時代において、自

らが次の生き方を選択する際に、大きな役割を果たすと予想されている。 

 リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット著の『LIFE SHIFT』によれば、寿命が延

びることに起因して、これから私たちは人生の中で様々な労働や活動を経験する「マルチ

ステージの時代」を歩むこととなる。こうした「マルチステージの時代」においては、新

たなステージへ踏み出すためのコネクションや知見がこれまで以上に重要になってくると

予測される。これらの機会は「ななめで子育て」のように地域で子育てを行うコミュニテ

ィが大いに役にたつと考えられる。 



   

 

5 

 

2017 年時点で、共働きの世帯は 1,100 万世帯以上で年々緩やかに増加しており1、「男

が外で稼ぎ、女は家を守る」という規範は崩れつつある。さらに現政権の安倍晋三首相が

主導する「人づくり革命」および「働き方改革」2が進むことで、20〜30 年後の日本で

は、共働きの世帯がさらに一般的になることが予想される。このように多様な働き方や生

き方が選ばれる時代において、親だけでなく、地域が一緒に子育てをすることが重要かつ

不可欠になるのだ。 

 

1-3 子育てとキャリアの両立が可能な社会 
 20～30年後の日本では前述したように「マルチステージの人生」が一般的になり、人々

は学び直しをしながら様々なステージを経験する。「マルチステージの人生」において、

人々はより多様な年代でかつ多様な形態で子育てをすることになる。そうした選択は、1

節で論じたマインドのもと行政、企業、地域社会から最大限の支援を受け、尊重される。 

 2017年 11月時点で、15～64歳の女性の就業率は 68.2％であり、5年前と比較して 6.7%

上昇した3。また、子育て世帯のうち共働きの子育て世帯が占める割合は 2015 年時点で

55.8%であり、1996 年の 40.0%からゆるやかに増加し続けている4。20〜30 年後の日本では

こうした動きがさらに進み、家庭内での伝統的役割がなくなり、性差に囚われず誰もがキ

ャリアを追い求めることができる時代が到来する。キャリアを構築しようとする親にとっ

て、子育てが時間的、体力的、精神的な制約を伴うことはやむを得ない。しかしそれらの

制約を最小化するための取り組みが社会全体で行われている。 

 一例を挙げると、量質共に十分な保育の機会が提供されていて、それは公的な保育所だ

けでなく、企業内にも整備されている。職種によっては、子連れで勤務することも歓迎さ

れ、妊娠中の女性および子育てに従事する人々に対して柔軟な働き方が用意されている。 

一方で、専業主婦および専業主夫という選択肢も尊重される。家事や子育ては時間的、

体力的、精神的に大きな制約を伴う労働であり、専業でそれらに従事する人々もいるだろ

う。また、子どもの成長に親が直接、深く関わっていたいと考える人も多くいる。将来の

日本では、数十年単位で専業主婦および専業主夫として生活する人々もいれば、一定期間

の制限を設けて家事および子育てに従事する人々もいる。 

 多様なキャリア選択が歓迎される時代だからこそ、個人の状況や希望に最大限沿った子

育て支援制度が用意され、そうした制度の利用を歓迎する社会の空気が醸成される。専業

主婦および専業主夫も、キャリア構築を選択した人々、キャリアと子育てを両立する人々

と同様に尊重され、社会全体から必要な支援を受けることが当然になるだろう。 

 

                                                
1 内閣府『男女共同参画白書 平成 28 年度版』 
2日本経済新聞（2018）『安倍首相の施策方針演説 全文』2018年 1月 23 日 朝刊 p.6 
3 福岡 幸太郎（2017）『人口減で増える労働力 女性の就業率、主要国水準に 18 年最多へ 壁は 20 年

代』2017年 12月 31日 日本経済新聞電子版 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO25268100Q7A231C1MM8000/（閲覧日：2018年 1月 24 日） 
4 ニッセイ基礎研究所『共働き・子育て世帯の消費実態（１）－少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑

制、貯蓄増と保険離れ』http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=55270&pno=2?site=nli（閲覧

備：2018年 1月 24 日） 
 

 

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=55270&pno=2?site=nli%EF%BC%88%E9%96%B2%E8%A6%A7%E5%82%99%EF%BC%9A2018


   

 

6 

 

1-4 すべての子どもに平等にチャンスが与えられる社会   

 20〜30年後の日本では、生まれてくるすべての子どもに、機会が平等に与えられる社会

になっていることを望む。貧困家庭に生まれた子どもたちであっても、十分な物理的およ

び精神的サポート、教育を受けることができ、夢をもって人生を歩むことができる日本で

あってほしい。 

 生まれてくる子どもが家庭の経済状況により不利益を生じることがあってはならない。

子どもは生まれてくる場所や、親を選ぶことができないからだ。どんな家庭に生まれて

も、十分な教育を受けることが可能で、経済的支援やカウンセリングなどの精神的支援を

家族や地域、行政から受けることができることが必要である。貧困家庭ではない子どもた

ちと同じスタート地点から、同じ夢を追いかけられる条件が揃っている社会にしたい。安

心して帰れる場所、学べる場所がある。支えてくれる家族（血縁関係に限定しない）や友

達がいる。だからこそ、自分の夢を模索し、実現へ向けて歩むことができる。「子どもは

社会の資産」であり、こうした生活が保障されていることは当然のことである。 

 

ここまで示した 4 つの理想が実現されることによって、若い世代が子育てに希望を持て

る社会になる。若い世代が出産や子育てに対して前向きかつ積極的になれるのは、「社会

全体での子育て」「子どもは社会の資産」というマインドが浸透しており、かつ地域や職

場においてサポートされる社会であるからだ。 

また、「社会全体で子育て」をすることで、若い世代は早い段階から子どもに触れ合う

機会、地域コミュニティなどで子育てに参加する機会を持つ。日頃から子どもに触れ合

い、子育てに従事する世帯を身近に見ることで、自身のライフプランの設計もしやすくな

ることに加え、自分も子どもを持ちたいという気持ちになる。 

2018 年現在、子ども食堂を始め子どもを支えるための取り組みが増えてきている。ま

た、調べていく中で、多くの人からアイディアが出されていることや国や地方自治体が子

育て支援のための様々な施策を打ち出しており、国全体で子育て支援に対する機運が高ま

っていることを強く感じた。この動きをさらに加速させ、私たちが理想とする日本に近づ

けるために、私たちは政策提言を行う。 

理想の社会では、出産、子育ては祝福、支援されるべきものであり、キャリアとの両立

を望む個人を支援する仕組みや制度が用意され、そうした仕組みの利用を後押しする社会

の雰囲気がある。「子どもは社会の資産」であり、様々な立場、状況にある子どもたちが

最低限の生活を保障され、未来に希望を持ち、健やかに生活することができる社会にな

る。これらが、私たちが考える今後の日本のあるべき姿である。 
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第２章.現状分析～現在の延長線上にある日本の将来【現実】 
 まず、現在の日本における子育ての環境、支援策に関して、私たちが抱える不満や不安

を述べたいと思う。具体的には、少子高齢化の進行、待機児童問題、子どもの貧困、子育

てのキャリアとの両立に関して大きな不安や不満があり、これらの要因によって、今後日

本が子育てがしにくい社会になってしまうのではないかという懸念がある。 

待機児童や子どもの貧困がいつまでも解消されていない現状に不満を持っている。どこ

かに、子どもを産み、育てることは自己責任と思っている人がいて、それが原因で子育て

をするために障壁となっている制度や不十分な予算などの改革が進んでいないのではない

かと疑念を持ってしまうことがある。 

このような不安・不満が解消されないまま進んでいく中で、高齢者中心に思えてしまう

現在の政策・制度・仕組み・負担の割合に対して怒りを覚えることもある。日本の少子高

齢化や人口減少は今後さらに進行していくと考えられる（図表 1）。全人口に占める 15歳

未満の人口の割合が減少していくことで、子どもや子育て世代が「少数派」になっていく

のではないか。 

その結果として、若い世代・子育て世代の意見が実際の政策に反映されないのではない

かという不満がある。今後、このような不満・怒りが増幅されていき、若者とそうでない

人の世代間の断絶が進むのではないかという不安がある。 

少子高齢化が進行することで社会保険料などの負担が増加し、子どもを養うためのお金

が不足してしまうという懸念がある。金銭的不安から子どもを産まない人が増えると、少

子高齢化がさらに加速し、それに伴い社会保障の負担もさらに増大するという負のスパイ

ラルに陥ることになる。 

 

図表 1.人口減少と少子高齢化の進行 

 
出典：総務省統計局（2017）・国立社会保障・人口問題研究所(2017)より作成 

 

また、社会の空気が子育て世帯、子どもに対して冷たいと感じることがある。近年、

「保育園から聞こえる子どもの声がうるさい」「電車内のベビーカーが邪魔だ」という意

見をめぐり議論が起きた。子どもが「未来の社会の担い手」であることを誰もが認識して

いれば、例え迷惑だったとしても寛容でいられるのではないか。 

これらの不安や不満が子どもを産むことや育てることに対して後ろ向きにさせてしまっ

ている面があるのではないだろうか。この章では、子育てを様々な人が支えるというマイ

ンドの希薄化、地域の繋がりの弱体化、キャリアとの両立への不安、子どもの貧困などに
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よってそれが表れていると考えられる。 

 

2-1 社会全体で子育てをするというマインドの希薄化 
内閣府が 2014年に行った調査によれば、「子どもを産み、育てることの負担は社会全

体で支えるべきだ」とする考えに 92.3%の人が賛成と回答している。一方で、7割以上の

自治体の保育施設に対して周辺住民から苦情を受けている点5や、待機児童問題が現在で

も解消していない点、家族関係支出が他の欧州諸国と比べて対 GDP比でみて低水準となっ

ているなど、問題や支援が不十分な点が多くみられ、社会全体で子育てをするという考え

と現実に起きていることの間には乖離している点が見られる。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2040年には 65歳以上が全体の人口に

占める割合が 35.3%と現在の 27%からに上昇し、出生数は減少するなど、少子高齢化はさ

らに進行すると考えられる。子育てに直接関わらない世代の人口に占める割合が上昇する

と、先ほどの騒音問題のように子どもを迷惑がるような事例や、選挙で当選するために高

齢者向けの政策が実行されることが想定される。 

実際、これらの政策に対して、若い世代から反発する声が上がっており、現状の通りに

進んでいくと、日本で世代間の断絶が起きてしまう可能性がある。 

 さらに、育児休暇の取得に関しても、2016 年度の男性の育児休暇取得率が 3.16%にとど

まっているという事実がある。三菱 UFJリサーチ&コンサルティングが 2015年に行った調

査によれば、育休を取得しなかった理由として、「育児休暇を取得しづらい雰囲気」とい

う回答が男性で 26.6％あった。現在はイクボス（部下のワークライフバランスやキャリ

アを応援する上司）の推進やイクメン（育児をする男性）がメディアや新聞で取り上げら

れることも多いが、実態として改善の必要性は大きい。 

 社会全体で子育てをするマインドとは、「子どもを大切にする」「子どもを育てること

を自分ごとのように捉える」と考え、そのためには、「子育てにかかる費用や必要な環境

のために社会全体が負担をすることを厭わない」ことが求められる。このマインドは、子

育てに必要な税金や保険料などによる支出、育児休暇の取得に要する環境など、子育てを

しやすい社会づくりに必要不可欠なものであると考える。 

 現在の延長線上の日本では、このような社会全体で子育てをするマインドが不十分でこ

のまま少子高齢化が進んでいってしまうと考える。子育てに直接関わる人の割合が今以上

に減少してしまう。さらに、子どもと触れ合う経験や、子育ての大変さ・子どもの大切さ

などの実感を持たない、あるいは忘れてしまう人が多くなり、ますますこのマインドが薄

れていってしまう可能性がある。 

  

2-2 子育て世代の地域との繋がりの弱体化 
厚生労働省の調査6によれば、現在 3 歳未満の未就学児がいる世帯の約 7～8 割は家庭で

子育てを行っている。また、核家族化により地域の繋がりが希薄化していることも度々指

摘されている。ベネッセ総合研究所が 2011 年に行った調査7の「近所づきあい」の項目で

                                                
5 2017年 10月 04日 YOMIURI ONLINE「『園児の声うるさい』・・・保育園は”迷惑施設”か」より 
6厚生労働省「地域子育て支援拠点事業」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dl/kosodate_sien.pdf 
7 ベネッセ総合研究所「第 2 回 妊娠出産子育て基本調査（横断調査） 報告書 [2011 年]」p.78-84  

http://berd.benesse.jp/jisedaiken/research/research_23/pdf/06.pdf 
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は、「自分の子どもを預けられる人が近所にいる」という設問で「1 人もいない」と回答

したのは、育児期の妻では 58.7%、育児期の夫では 61.8%であった。また同様に、「子育

ての悩みを相談できる人がいる」との設問で、「1 人以下」と回答したのは、育児期の妻

では 44.8%、育児期の夫では 67.4%にも上った。さらに同調査では、上記の設問などで地

域との繋がりが弱い人ほど子育てに対して不安や苦痛を感じているという相関関係も指摘

されている。現状では、子育てに際して親子と地域の交流は活発ではなく、それにより親

子がネガティブな影響を受けていることがわかる。 

 一方で、行政、民間主導で様々な取り組みが行われている。そのひとつが、厚生労働省

主導のもと市町村で実施されている「地域子育て支援拠点事業」である。同事業は、少子

化および核家族化の進行により、家庭や地域における子育て機能の低下、親の孤独感およ

び不安感が増大していることを踏まえ、地域での子育て、親子の交流促進を目指す事業で

ある。本事業では、子育て中の親子に加えて、地元の学生を含む地域住民がボランティア

などとして地域での子育てに参加することも推奨している。 

 本事業は 2014 年 4 月 1 日から開始され、2016 年度では全国の地域子育て支援事業拠点

は 7063 か所ある。しかし、0 歳～4 歳人口 1,000 人あたりの拠点数が「1 か所以上 2 か所

未満」である都道府県が大半を占めており、東京都、神奈川県、福岡県にいたっては「1

か所未満」とされている（図表 2）。また、地域住民との交流や地元の文化継承活動とい

った「地域支援」を交えて同事業を実施していると回答したのは、調査対象となった拠点

の 14.9%の 993 か所であり、特に「高齢者、地域学生等の多様な世代との交流」を実施し

ているのは全体の 8.8%のみであった（図表 3）。 

 

図表 2.地域子育て支援拠点の設置状況（0～4歳の子ども千人あたりの拠点数） 

 
出典：厚生労働省「地域子育て支援拠点 平成 28年度事業実施状況」 
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図表 3.地域子育て支援拠点事業の加算事業実施割合（2016 年度） 

 
出典：厚生労働省「地域子育て支援拠点 平成 28年度事業実施状況」 

 

 このように既存の地域子育て支援拠点事業には、特に拠点数や多世代型の取り組み数に

おいて改善点が見られる。ただし、本事業は開始後数年しかたっておらず、今後拡大して

いく可能性も考えられる。 

 上記のような新しい取り組みに加え、自治体独自で母親サークル、児童館を活用したコ

ミュニティ形成の取り組みを行っている例はよく見られる。また、文部科学省は「公民館

の振興」を掲げており、全国に 1万 4千か所以上ある公民館を地域コミュニティ形成の場

として活用することを各自治体に促している。こうした取り組みの一環として、公民館を

活用し、子育て世帯、若い世代を巻き込む取り組みを行っている自治体は多い8。 

 また、主に地域の子どもに低価格で食事を提供する「子ども食堂」も全国に増え続けて

いる。子ども食堂は主に地域の賛同者の協力のもとに成り立つ取り組みであり、貧困家庭

の子どもや、親が働いていてひとりで食事をしている子ども、そしてその親を支えてい

る。他にも、子どもや親を地域で支える取り組みを実施している民間団体は多くある。 

 問題は、こうした様々な取り組みが行われている一方で、冒頭に述べた通り「地域との

繋がりが弱い」と感じている親が多いことである。「地域で子育て」や「地域で子ども支

える」取り組みが様々な主体によって行われている一方で、それらの取り組みが十分に活

用されていない。多種多様な活動、取り組みがあるからこそ、参加者にとってわかりにく

い、アクセスしにくい現状になっている可能性がある。それぞれの主体が個性を生かした

取り組みを実施することは評価できるが、参加者である親子が、必要な時に必要な地域コ

                                                
8文部科学省『第 69回優良公民館表彰について』 
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ミュニティにアクセスできる環境が整っていない点は問題だ。こうした現状が進めば、現

在行われている取り組みが骨抜きとなり、「地域で子育て」をする気運が今後弱まる可能

性がある。 

 

 

2-3 子育てとキャリアの両立の困難 
日本では近年、女性の就業が拡大し、就業者に占める女性の割合は 43.5％と欧米諸国

とほぼ同水準である(図表 4)。他方、管理的職業従事者における女性の割合は近年増加傾

向にあるものの、13.0％（2016年）と低い水準にとどまり、欧米諸国・アジア諸国と比

べてもかなり低いことが分かる。 

図表 4.就業者および管理的職業従業者に占める女性の割合（国際比較） 

 
出典：内閣府『男女共同参画白書 平成 29 年版』 

 

労働政策研究・研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果（2）」

によると、管理職の女性は、一般従業員と比較して、未婚率や子どもをもたない割合が多

いことが明らかになっている。これらのことから、現在の日本の女性はキャリアか子育て

かの選択を迫られていることが推測される。 

同様に、男性の育児休暇取得率も低いのが現状である。厚生労働省「平成 28年度 雇用

均等基本調査」によると、2016年内に育児休暇を取得した男性の割合は 3.16%にとどまっ

ている。この数値は年々改善に向かいつつはあるものの、依然として低水準で推移してお

り、男性の育児休暇取得のさらなる促進が求められている。 

男性が育児休暇を取得しづらい原因として、会社内で社員が長期間仕事を休むことを迷

惑と捉える風潮や、職場の理解が未だに得づらい点などが挙げられる。以前行ったヒアリ

ング調査では、男性が育児休暇終了後に職場へ復帰しても、元の職場に居場所がなくなっ

ていたという話を耳にしたことがある。このように男女問わず、子育てとキャリアの両立
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ができないのではないかという不安がある。 

近年、育児に積極的に参加する父親を「イクメン」と呼ぶなど、男性の育児参加に対し

て機運が高まってきている。これを追い風として、育児休暇取得のさらなる促進を目指

し、男女ともにキャリアを諦めることなく子育てに参加できる環境を整えるべきである。 
 

2-4 7人に 1人の子どもが貧困状態にある現状 
厚生労働省の『国民生活基礎調査』によれば、2015年の「子どもの貧困率（17歳以下

の国民のうち相対的貧困9状態にある個人の割合）」は 13.9%であった。調査開始から過去

最高値を記録した 2012 年の 16.3%からは減少したものの、すべての子どものうち 7人に 1

人が貧困状態にある。 

 この数字は、OECD諸国と比べて高い(図表 5)。2015年時点で、日本には、最も低いフ

ィンランドと比較すると 4倍弱の割合で貧困状況に陥っている子どもがいることになる。 

 

図表 5. 子どもの貧困率 

 
出典：OECD「Poverty Rate 0-17 years-olds, Ratio 2015」・厚生労働省「平成 28 年国

民生活基礎調査」より作成 

 

  さらに、貧困は連鎖することが指摘される。内閣府『子供の貧困の状況及び子どもの

貧困対策の実施状況について』（平成 28 年度）によると、生活保護世帯に属する子ども

の大学等進学率は 19.0％であり、全世帯平均である 52.1%と比較して明らかに低い。最終

学歴と賃金に相関関係があることは、平成 28 年度の賃金構造基本調査により裏付けられ

ている。 

                                                

9相対的貧困とは、世帯の等価可処分所得の中央値未満である状況を指し、絶対的貧困（最低限必要とされ

る食糧と食糧以外のものが購入できる所得または支出水準に達していない状況 ）とは異なる。本論で「貧

困」について議論する際は、特別な条件設定がない限り「相対的貧困」を指すものとする。 
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 こうした状況が続けば、格差の固定化や拡大を招き、社会の断絶へと繋がりかねない。

子どもたちは、自身の生まれた環境のせいで夢や選択を諦めるような社会、またこうした

現状を放置し続けるような社会であってはならない。未来の社会の担い手である子どもの

ために、こうした現状を一刻も早く改善する必要がある。 

 また、一人親世帯の相対的貧困率は非常に高い。母子家庭の多くは母親が働いていて子

育てにかけられる時間が少なく、さらに平均年収は核家族の世帯年収を大きく下回ってい

る。そのような世帯に対して、生活保護制度や、保育料の無償化などの政策は行われてい

るものの依然として一人親の家庭では子どもが育てにくい社会になっていることがわか

る。 
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第３章.理想の未来を実現するための方法【提言】 

＜社会のマインドを変えることの重要性＞ 

 日本が社会全体で子育てをするには現状だと足りない部分が多い。特に、皆がそう思う

気持ち、マインドが不足していると思う。社会全体で子育てをするというマインドが重要

なのは、現状の子育てを支援する制度や仕組みを、もっと子育て世帯に寄り添った形で運

用することが必要であるからである。さらに、新たな支援の仕組みを作るための財源を得

るためには、有権者の同意を得る必要がある。そのため、私たちのグループは、マインド

の変革を行うための政策提言を行う。 

マインドがどのような場合に変わるかを考えると、誰かと出会い、話をして新しい考え

方に触れたとき、ニュースや映像・本などで今まで知らなかった事実・考えを知ったと

き、制度や仕組みが変わってそれを当たり前だと思ったとき、何か事件や事故・災害など

のイベントが起こった時だと考える。 イベントをコントロールすることは難しいため、

私たちは新しい人と出会うことや、考え方に触れることを作ることと、社会の制度や仕組

みを変えることでマインドを変えるような提案をしたい。一人でも多くの人が「子育ては

社会全体で行うこと」というマインドを持つことが重要だと思う。 

 そこで、私たちは 3 つの政策を提言する。1 つ目は育児休業と学び直し（見つめ直し）

をセットで取ることで、育児休業をポジティブなものとしてとらえる「子育てサバティカ

ル」制度の導入によって、企業や職場でのマインドの変革を実現する。2 つ目は、「子育

てコネクター」の導入により、全ての子どもを地域子育ての支援拠点に繋がり、安心して

子どもを持つことができる環境をつくる。そして、3 つ目は、全ての子育て関連施設を

「子育てマップ」として一元化し、全国どこでもネット上で閲覧できるようにすること

で、全ての施設が有効に機能することと、広がっている支援の動きを加速させたい。 

 

3-1 「子育てサバティカル制度」の導入 
 企業で働いている人がこれから子どもを持つことを考える際に、育児休業の取得が可能

なのか、職場復帰後に社内に居場所があるのか、今後のキャリアに影響はないかなど多く

の不安を抱えている。 

近年、企業が育児休暇の取得や子育てと仕事の両立に力を入れるようになっていること

が見受けられるものの、休業中に一時的に社員が抜けてしまうことが現場や会社に与える

影響を心配する気持ちがあるのは当然のことであると考える。 

そこで、この出産・育児に伴う休業期間を、労働者・会社側双方にとって、前向きな機

会にするために、「子育てサバティカル制度」の導入を提言する。この制度は、働いてい

る親が、子どもと過ごす時間を増やすことに加えて、その休暇を利用して学び直しや人生

の見つめ直しの期間とし、長期休暇をとることを可能にする制度である。 

サバティカルとは、使途に制限がなく、職務を長期期間離れる休暇のことである。この

制度を利用している間は、職場を離れ、大学院や専門学校などでの学び直しや、見聞を広

めるための活動やボランティア、NPOでの活動などの人生の見つめ直しにも使えるように

する。 

今後、学び直しや人生の見つめなおしの重要性が高まることについては、多くの専門家

から指摘がされている。例えば、リンダ・グラッドン著の『WORK SHIFT』によると、グロ

ーバル化や AIなどのテクノロジーの発展によって、今後は専門性が重要になると考えら

れる。 



   

 

15 

 

また、リンダ・グラッドン/アンドリュー・スコット著の『LIFE SHIFT』によれば、今

後寿命が延び、人生 100 年時代に到達し、一生で一つの仕事を続ける人の割合も大幅に減

少する。これらのことを踏まえて、今後は一度働くことをやめて、学び直しを行うこと

や、キャリアを見つめなおす期間が重要になってくると考えた。 

 当然学び直しには、時間だけでなく学費やその間の生活費が必要になる。現在、留学や

学び直しに対して、支援を行っている企業も数多く存在する。しかし、それらとこの制度

の大きな違いは、資格や学位などを必ずしも必要とせず、サバティカル制度利用者がただ

一つの条件を除いて自由に使えることができる。その条件とは、制度利用中に親が子ども

と過ごす時間を増やし、育児・家事参加の習慣をつけてもらうという点である。この条件

の下で、国・企業・大学などが制度利用者に対して補助を行う。 

この制度の目的は、子育てと学び直しをセットで行うことで、一度に子育てへの参加と

自分への再投資の両立を期待したものである。一度子育てに参加するというスタートがあ

ることで、今後の人生でも子育てに参加することが期待される。 

この制度は、制度を利用する親側には 3 つのメリットがあると考えている。1つ目は、

単独の育児休暇に比べ、親が長期間子育てに積極的に関わるチャンスがあること、2 つ目

は、学び直しや見つめ直しを行うきっかけを作ることができることである。そして、3つ

目は、制度利用中に新たなコミュニティが作られる可能性があるということである。 

コミュニティに関して、大学において学び直しを行うケースを挙げて説明する。大学や

大学院で他の学生や同じように学び直しにきている社会人などと親交を深めることができ

る。そこで作ったコミュニティ同士で、勉強を教え合い、お互いの経験を共有し、子育て

の楽しさ・大変さを共有することができる。 

副次的な効果として、まだ子どもがいない学生にとっても、子育て経験者に話を聞いた

り、直接子どもと触れ合う機会を作ることで、子どもの可愛さを知ることができたり、社

会全体で子どもを育てようという気持ちが生まれるかもしれない。ボランティアや NPO の

団体で見つめなおしを行う場合でも同様の効果が期待でき、学び直しの場合よりも、地域

においての多世代交流が期待できる。このようにコミュニティをつくることが、不安の解

消の手助けとなり、「前向き」に子育てをすることが期待される。 

 学び直しや見つめ直しにも多くの時間が必要で、時には研究やテスト・活動のために忙

しくなる時間もある。しかし、顧客の有無という点から見て、企業で働き続けるよりも時

間に融通が利きやすいと考える。学校側も通信授業などを通じて、学び直しを狙う社会人

学生に来てもらうことができるのではないか。 

この制度には、企業側にも大きなメリットが 2つあると考える。1つは、テクノロジー

の発展などから既存の技術や知識が陳腐化するスピードが速まる中で、「子育てサバティ

カル」を利用する社員に新しい技術の習得や学習を行うことは会社に大きく貢献すること

が期待できる点である。2つ目は、この制度の利用者が学び直しを行っている先で新たな

コミュニティをつくることが会社側のメリットにもなりうる。制度利用者を通じて、会社

の新たなビジネスチャンスや繋がりが生まれることも期待される。社員の満足度向上がも

たらす恩恵も大きいだろう。 

日々多くの業務をこなし続けていると、学び直しの時間が十分に取れないこともある。

また、子育て中の社員であれば、それ以上に時間もない。そのような場合、この「子育て

サバティカル制度」を利用し、子育てを行うため 2～3年間職場を離れながらも、学び直

しによって新たなスキルを取得し、パワーアップした状態で職場に復帰することで、職場

に大きく貢献することができるだろう。 
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 現在、政府でも「人生 100年時代構想会議」を開催するなど、学び直し（リカレント教

育）に対する機運が高まっているように思える。これを生産性向上のためだけでなく、子

育てに向き合う時間、さらにコミュニティを形成する時間、子どもの可愛さを知ってもら

うことになれば、社会全体で見て大きな利益になるだろう。 

 これらのことから、私たちは「子育てサバティカル制度」の導入によって、子育てと学

び直しをセットで行う動きを社会全体で広めることを提言する。 

 

3-2 すべての子育て世帯に「子育てコネクター」を配置 
 すべての子育て世帯に「子育てコネクター」を配置することを提言する。「子育てコネ

クター」とは、定期的に担当の各子育て世帯を訪問し、親子の生活状況を確認、必要に応

じて他の組織と連携を取るポストと定義する。具体的には、①親と子からのヒアリング 

②地域コミュニティ（子育てセンター、公民館、児童館、母親サークルなど）の紹介を行

う。既存の類似の取り組みとして、利用者支援専門員、民生委員・児童委員、スクールソ

ーシャルワーカーなどが挙げられるが、問題の有無に関わらずすべての子育て世帯に配置

される点が異なる。なお、ここでの「子育て世帯」とは、小学生以下（11歳未満）の子ど

もを養育するすべての世帯を指す。 

 この提言の目的は、すべての子育て世帯が地域コミュニティにアクセスできるようにし

て、孤立する親子をゼロにすることである。現在、各地域で子どもや子育て世帯のコミュ

ニティ形成に向けた取り組みが行われている一方で、すべての親子がそうしたコミュニテ

ィに参加できる体制が十分でないと考える。その理由として、子どもや親が、地域で行わ

れている取り組みを知らないこと、また既に既存のコミュニティができているために参加

しづらいなどが考えられる。そこで、「子育てコネクター」を各子育て世帯に配置し、親

子が既存のコミュニティに参加、コミュニティ形成できるよう「橋渡し」の役割を果た

す。 

 

図表 6.「子育てコネクター」のイメージ図 

 

 

この提言は、現在政府や民間主導で行われている「地域で子育て」をする様々な取り組

みのさらなる発展を前提としている。例えば、厚生労働省主導の「地域子育て支援拠点事

業」は、就学前の子どもを持つ親を地域で支える取り組みであり、子育て支援施設の配備

を全国各地に進めている。また、働く親と地域に住むサポーター（保育園の送り迎えなど

をする人）のマッチングをする「ファミリーサポート制度」も近年活用され始めている取

本提言導入後 

 

現在 
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り組みである。また、文部科学省は、公民館の振興を進めており、こうした施設を活用

し、地域コミュニティの形成や、子育てしやすいまちづくりを行う地方自治体は増えてい

る。主に子どもに低価格での食事を提供する「子ども食堂」などのように、地域に根差し

た子育て支援を行っている NPO、民間主導の団体も数多くある。 

私たちは、上記のような「地域で子育て」をする取り組みがさらに発展すべきと考えて

いる。理由は 2 つある。1 つ目として、公立の小中学校に通う子どもは地域の中で生活し

ており、親が多様な働き方をする現代においては地域の理解や支えが必要だからだ。地域

の住人と信頼関係を築くことができれば、共働きの親やひとり親が気軽に地域住民に気軽

に子どもを預けられることが期待されるようになる。2 つ目として、貧困世帯や家庭に何

らかの問題がある親子に気付くことができる。あらゆる問題を抱えた親子が孤立しないよ

う、近隣の住民やコミュニティが協力する必要がある。 

しかし、「地域コミュニティに参加したい、参加すべきであるにも関わらず、参加でき

ない」という親子は多い。共働きやひとり親でコミュニティ参加を検討する時間的余裕が

ない親もいるだろう。時間的、経済的な余裕があったとしても「子育てに際して地域との

繋がりは欲しいものの、知り合いが一人もいないコミュニティに行く気になれない」と考

える親もいるだろう。それぞれの親子の状況、子育てに関する不安のヒアリングを行い、

コミュニティにアクセスしやすいように導くのが「子育てコネクター」の仕事である。 

また、子どもから直接話を聞き、子育ての状況を把握するのも「子育てコネクター」の

仕事である。親に何らかの問題がある場合、親へのアプローチだけでは実態が見えてこな

い。学校などと連携して、子どもから話を聞き、貧困などの問題を早期に発見することも

重要な任務である。 

 「子育てコネクター」1 人あたりの担当世帯数および訪問頻度は、慎重に議論する必要

があるうえ、地域の状況によって柔軟に対応すべきと考える。しかし、1 人あたりの担当

世帯数があまりに多かったり、訪問頻度があまりに少なかったりしてはこの制度の意味が

ない。仮に、コネクター1人あたりの担当世帯を 50世帯、各世帯の訪問頻度平均を 4カ月

に 1回とする。 

 

○必要となる「子育てコネクター」の人数 

2017年 5月に総務省が発行した報道資料『我が国のこどもの数』によれば、小学生以下

（12 歳未満）の子どもの数は約 1240 万人である。よって必要となるコネクターは最も多

くて 24 万 8000 人（子ども総数 1240 万人÷コネクター1 人あたりの担当 50 世帯）であ

る。実際は子どもが 2 人以上いる世帯もあるため、この数のコネクターを確保すれば子育

て世帯と地域を十分繋ぐことができると考える。 

 

○「子育てコネクター」1人あたりの仕事量 

年間で 150 回（50 世帯×年 3 回）の家庭訪問が必要になる。これはあくまで目安であ

り、家庭訪問に際した日程調整の必要性、地方自治体や NPO、教育機関および医療機関と

の連携の必要性、担当する世帯の状況（子どもの人数・問題の有無）などを踏まえて調整

の必要がある。 

  

提言の実行にあたり財源の確保は課題である。可能性としては、70歳以上の高齢者の医

療費自己負担の割合を 69 歳以下と同等の 3 割負担まで引き上げること、現存する「子供

の未来応援基金」などの基金を活用することなどが考えられる。 
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この取り組みのメリットは 3 つある。1 つ目として、親子が地域との繋がりを持つきっ

かけをつくることができる点。現状では、参加できるコミュニティが用意されつつある一

方で、親子側が主体的かつ積極的に動く必要があり、参加のハードルが高い。コネクター

が繋ぎ役として仲介することで、より多くの親子がコミュニティに参加できるようにな

る。2 つ目として、親の子育てに関する不安の軽減が挙げられる。各世帯に 1 人、同じ

「子育てコネクター」がつき、定期的に訪問、ヒアリングを行うことで、問題の共有、信

頼関係の構築がしやすくなる。3 つ目として、異変や問題のある家庭に気付きやすくな

る。保育園、幼稚園、学校側の仕事は多く、それぞれの家庭の内情までなかなか目が届か

ない現状がある。「子育てコネクター」が定期的かつ長期的に親と子の双方からヒアリン

グをすることで、外からは見えにくい問題がある家庭にいち早く気付くことができる。 

 

3-3 「子育てマップ」の作成 
現存する様々な子育て関連施設の位置情報・定休日・新設の情報を載せた「子育てマッ

プ」を、既存のマップサイトで閲覧できるようにすることを提言する。 

現在、地域主体で子育て支援を行うことを目的とした様々な施設がある。図表 7 で示す

ように、内閣府の「子ども・子育て支援新制度」の HP を見ると、既に周知されている幼

稚園や小学校、保育所や児童クラブに加え、近年増加している企業主導型保育所、地域子

育て支援拠点、ファミリーサポートセンターや子育てサークルなど様々な施設がある。 

図表７.様々な子育て支援施設 

 

 
 

出典：内閣府 HP 

 

また、内閣府 NPO ホームページによれば、「子どもの健全育成」の分野での NPO 法人数

は、2018 年 3 月 4 日現在、24,322 か所存在する。このような取り組みが広がりつつある

ことは歓迎することだが、働きながら子育てをしている人にとって、その時々のニーズご
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とに施設を探し、家の近くにどのような施設があるかを検索する時間的余裕はそう多くな

いだろう。 

公的施設以外にも、近年、子ども食堂を始めとした地域での子育て支援の取り組みは広

がりを見せている。幸重・村井（2018)の試算によれば、子ども食堂は全国に 1000 件以上

存在するとされている。もちろん、地域の子どもたちに利用してもらえるよう、子ども食

堂に関しては各県や市町村、運営法人ごとにマップ化されているものもある（図表 8）

が、全国で画一的なマップは作成されていない。 

 

図表 8.埼玉県の子ども食堂のマップ（参考） 

 

 
出典：埼玉県子ども食堂ネットワーク HP より 

 

今後、このような支援形態が増えていくことを予測すると、これらを一律的に検索でき

る機能をつくり、なおかつ検索方法を子どもや子育て世帯に普及させていくことが重要で

ある。 

例えば、日本のマップアプリの中で普及率が高い Google Map で「子育て」と検索すれ

ば、子育て支援に関連する施設を一律に検索することができたら、利便性は高い。施設ご

との運営されている時間や定休日、混雑率などが検索をできれば、事前に検索してから、

行く場所を決めることも可能である。 

今後、スマートフォンやタブレット端末、PC の普及率や利用可能率がさらに高まること

を踏まえると、リアルタイムで施設が利用可能か調べられるこのようなサービスを利用

し、地域全体での子育て支援を可視化すべきだと考える。 

この政策の狙いは 3 つある。1 つ目は、前述したように、子どもや子育て世帯が多様な

子育て支援施設を簡単に調べることができるという点である。 

2 つ目は、子育て支援施設が手薄な地域を明らかにできる点である。自治体ごとに独自

にマップを作成し、公開・配布している所もあるが、現状、保育所や子ども食堂、地域子

育て支援拠点などを包括的に記載しているマップは普及していないだろう。「子育てマッ

プ」を利用して、子どもが歩いていける範囲に支援施設がないエリアを「見える化」し、
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子育て支援のニーズを把握することができる。 

そして、3 つ目は子育てに対するマインドをポジティブな方向に変えられる点である。

文献調査やネット上での検索を通じて、日本には多くの地域子育て施設が存在しているこ

とがわかった。地域差や名称、内容の違いなどはあれども、「子どもを地域で育てよう」

という共通の目的の下で、子育て支援の取組は幅広く行われている。多くの不安を抱える

子育て世代に、「子育てマップ」を通じて、地域には多くの支援施設があるということを

伝え、地域にこれだけ支えられているという安心感を与える効果が期待できる。 

また、NPO 法人やボランティアなどの地域で子育てを支援する側も、取り組みがいろい

ろな場所で広がっていることを受けて、自分もどこかで支え手になりたい、新しいものを

始めたいというマインドの醸成が期待される。 

この「子育てマップ」の取り組みによって、地域を主体とした子育ての取り組みが可視

化され、さらに加速していくことを期待する。 

 

おわりに 

 社会全体で子育てを実現するために、「子育てサバティカル制度」「子育てコネクタ

ー」「子育てマップ」の 3 つの政策を考え、提言を行った。提言した制度の課題として

は、子育てサバティカル制度を利用できる人が、能力や意欲などから限定されてしまうの

ではないか、また学び直しをしながら子育てに十分時間を使えるのかという懸念がある。

「子育てコネクター」制度では、コネクターの確保や質の担保は重要な課題である。ま

た、「子育てマップ」でも、施設側がタイムリーにマップに登録させる仕組みづくりなど

課題は多い。また、どの制度でも、制度を運用するためには財源の確保も重要な課題であ

る。 

 子どもはかわいい、子育ては楽しいという気持ちを、多くの人に体感してほしい、これ

が私たちの思いである。社会全体で子育てをすることで、子育ての負担を分かち合うと共

に、その喜びも分かち合える社会になってほしいと強く願う。  
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