
2011.10　経営センサー
3939

働き方の見直しと少子化対策
この夏は、震災を発端とした電力需給不安とい

う問題から、多くの企業が勤務時間の前倒しや勤
務日の見直し、週休 3 日制の導入、休暇の拡大と
いった対応策を講じた。早く帰ることで、家族と
過ごす時間を増やしたり、自己啓発の時間を増や
したり、例年より少し多めに休暇を取得したりと、

「ライフ」面を充実させた人々も多かったであろ
う。この夏のそういった「ライフ」の充実が「ワー
ク」面に好影響を及ぼしていくことになれば非常
に望ましいことであると考えている。また、限ら
れた時間で効率よく働くために、働き方を見直し
ていくきっかけになればよいとも考えている。

ワーク・ライフ・バランスは、「労働力不足の深
刻化」、「生産性の低下」、「少子化の急速な進行」、「地

域社会のつながりの希薄化」といった社会全体の
問題の解決のためにも推進すべきであると言われ
ている。ワーク・ライフ・バランスの必要性とし
てはその通りであり、筆者も異議はない。しかし
働き方を見直して、ワーク・ライフ・バランスを
推進すればそれらの社会問題は解決できる、いわ
ば万能薬（策）であるかのような誤解を持った受
け止め方を一部ではされているように感じている。

特に少子化は経済産業活動の活性化や持続的な
社会保障体制の構築と維持といった問題にとどま
らず、国家や社会の存立にまでかかわる重要問題
である。
「ワーク・ライフ・バランス憲章」でいう、仕事

と生活の調和が実現した社会、すなわち「国民一
人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、

ワーク・ライフ・バランスを推進すれば
少子化対策となりうるか？
—	出生率を向上させるために望まれる施策—

Point
❶ 働き方を見直し、「ワーク」と「ライフ」を充実させるだけでは合計特殊出生率は向上しない。
❷ 3 歳未満児の保育所利用児童数の割合が高い国はおおむね合計特殊出生率も高い。
❸ ロシアは現金支給策で合計特殊出生率を向上させた。
❹  望まれる施策はワーク・ライフ・バランスの推進に加え、3 歳未満児対象の保育所の量的拡大と効

果的な経済的支援策を合わせて実行することだ。
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仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活
などにおいても、子育て期、中高年期といった人
生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現で
きる社会」が実現できれば、少子化対策となるの
であろうか？

少子化対策としてはワーク ･ ライフ・バランス
だけではなく更にプラスアルファの支援策が必要
であるということについて考えていきたい。

｢ ワーク ｣と ｢ライフ ｣が充実するだけでは…
竹田（本誌 2011 年 9 月号）にもある通り、先

進諸国の中でもドイツは労働時間が短い。（一人当
たり平均年間総実労働時間は日本の 1,733 時間に
対しドイツは 1,419 時間（OECD.Stat　2010 年
データ））、「仕事」についてはメリハリある働き方
を志向し生産性も高く、勤務時間内に片付けてい
く。そして「ライフ」の時間をしっかり確保して
いる。日本人から見れば、ドイツ人は仕事と生活
をうまく調和させた働き方をしているといえる。

一方でドイツは日本と同様に少子化に悩む国でも
ある（合計特殊出生率は日本 1.37、ドイツ 1.38　
2008 年データ）。

図表 1 を参照いただきたい。一人当たりの年間
総実労働時間と合計特殊出生率には負の相関があ
り、年間総実労働時間が少ない国は合計特殊出生
率が高くなる傾向にある。

ドイツは年間総実労働時間が少ないので、合計
特殊出生率が高くなるべきであるが、合計特殊出
生率が低い例外の国となっている。

効率的な働き方を実践し、OECD 加盟諸国の中
ではオランダやノルウェーと並んで最も労働時間

が少ない国の一つであるドイツ、日本と比べ、は
るかに時間的な余裕も多いと考えられるドイツが
少子化に悩んでいるのである。

仕事を効率的にこなし、「ワーク」と「ライフ」
を充実させていくことだけでは少子化解決策とは
ならないことがドイツの例からも分かるだろう。

3歳未満児の保育所利用児童の割合と	
出生率の関係

実は日本とドイツにはある非常に似通ったデー
タがある。それは保育所利用児童の割合である（図
表 2）。

2010 年の 3 歳未満児の保育所・託児所利用児童
の割合（保育所利用児童数÷当該年齢の児童数）は、
日本 22.8%、ドイツ 19.6%、3 歳以上 6 歳未満児で
は日本とドイツ共に 91.7% である。

（人 ,％）
日本 ドイツ 旧西ドイツ地域 旧東ドイツ地域

利用児童数 利用児童の割合 利用児童数 利用児童の割合 利用児童数 利用児童の割合 利用児童数 利用児童の割合
3 歳未満児 742,085 22.8 400,336 19.6 233,984 14.2 129,944 43.0
3 歳以上 6 歳未満児 2,943,941 91.7 1,902,918 91.7 1,546,089 91.1 277,535 94.8

図表 2　日本とドイツの保育所、託児所利用児童数と利用児童割合

（注）日本：3歳未満児は保育所利用児童数、3歳以上6歳未満児は保育所&幼稚園利用児童数
出所：厚生労働省　保育所関連状況取りまとめ（平成22年4月1日）、文部科学統計要覧（平成23年版）
　　　�Statistisches�Bundesamt�Deutschland�-�Kinder-�und�Jugendhilfe�Kinder�in�Tageseinrichtungen�Anzahl,�Besuchsquote,�Alter,�Gebiete-01.Marz2010

より

図表 1　 合計特殊出生率と一人当たり 
年間総実労働時間の関係
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図表 3 は OECD 加盟諸国における合計特殊出生
率と 3 歳未満児の保育サービスの使用率（保育所・
託児所利用児童の割合）の関係を示したものであ
る。保育サービスの使用率が低い国は出生率も低
く、出生率の高い国はおおむね保育サービスの使
用率が高いことが分かる。ドイツの出生率が低迷
していた原因は特に 3 歳未満児への保育サービス
が充実していなかったからであるといえよう。

ドイツでは子供が 3 歳になるまで育児休暇を取
得する事ができるため、特に 3 歳未満児に対応す
る保育サービスの充実が遅れていた。3 歳未満児
への保育サービスの未整備には、育児休暇を 3 歳
まで取得する事ができる制度によって対応してい
たものの、休暇取得中の所得保障が充実していな
かったため十分な対応策とはなっていなかった。
現金支給面ではドイツでは、これまで児童手当が
手厚く支給されてきた。現在でも第 1、2 子に月
184 ユーロ、第 3 子に月 190 ユーロ、第 4 子以降
は月 215 ユーロと手厚い。しかし、児童手当は少
子化対策というよりも子供が多くなることによる
家庭のコスト増を軽減するためのものであり、出
生率向上には結びついてこなかった。

こ れ を 反 省 し、 ド イ ツ で は 2007 年 よ り ス
ウェーデンの成功例にならい、育児休業中の所得
保障の充実と保育サービスの充実に大きく舵取り
を変えることとなったのである。育児休業中の親

に親手当（休業前の所得の 67%）を支給し、所得
を保障することとした。また、保育サービスの充
実を図るべく、2013 年までに保育施設数を 50 万
カ所増やして 75 万カ所とする計画を打ち出し
た。これは 2007 年比実に 3 倍増の計画であり、
これが実現すれば 3 歳未満児の保育所・託児所利
用率が 35％程度にまでなると予想されている。

これらの施策は実施後まだ数年しか経ておら
ず、合計特殊出生率向上までは結びついていない
ようであるが、この先のドイツの出生率がどう変
化して行くのか、動向に注目していきたい。

経済的支援策は効果があるのか
ドイツの例に関連して直接の現金給付による経

済的支援策について考えてみたい。
日本では民主党に政権が交替しこども手当て制

度が実施された。
こども手当ての意義としては、これまでの児童

手当は福祉や互助の観点からのものであったもの
を、社会全体で子育てを応援するという目的のも
と、実施されたことだ。子育てをそれぞれの親だ
けでなく社会全体で担っていくものということを
日本国民が一瞬でも意識する事ができたというこ
とに深い意義がある。また、高齢者偏重であった
社会保障費を少子化対策や子育ての部分にも諸外
国並みに配分していくという意識付けが政治家や
官僚になされた意義も大きい。

政権交替によりこども手当ての導入が行われた
が、わが国の 2010 年の合計特殊出生率は 1.39 と
前年（1.37）比ほぼ横ばいであった。導入の精神
は立派であったものの、結果としては現金支給の
ただのバラマキになってしまったからだ。

だから、震災復興のための予算確保という大き
な波の中では、真っ先に削減対象として槍玉に挙
げられることになったのだ。

それでは、現金支給のバラマキ政策では全く効
果がないのかというと効果が出るケースもある。

図表 3　 合計特殊出生率と保育サービスの 
使用率の関係
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最も効果があったと考えられるのがロシアで 
ある。

ロシアではプーチン大統領が、劇薬ともいえる
大胆な少子化対策を実施した。2007 年以降に第 2
子を出産した母親に 25 万ルーブルを支給するこ
とにしたのだ。25 万ルーブルはロシアの平均的な
労働者の年収に相当する。日本で言えば約 440 万
円（平成 22 年国民生活基礎調査による中央値）で
ある。実際にそのお金が使えるのはその子が 3 歳
を迎えた日以降になり、その使用用途も、子供の
教育のためや自宅の購入・改築、母親の労働年金
の保険料に限られている。

子供が 3 歳になった以降の支給、それも使用用
途が限られているにもかかわらず、その効果は非
常に大きく、早くも 2007 年から合計特殊出生率
が大幅に上昇に転じた（図表 4）。

支給を全員対象ではなく第 2 子以降に絞ること
で、単なるバラマキではなく予算面も含めより効
果的な施策となっている。

同様の経済支援策を行っているのがシンガポー
ルである。

シンガポールではかつて国営お見合いセンター
をつくって独身者対策を行うなど他の国では見ら
れない独自の政策を打ち出してきた。直接支給の
経済的支援としては、ベビーボーナスと貯蓄支援

が挙げられる。ベビーボーナスは、第 1、2 子に
3,000 シンガポールドル（約 20 万円）、第 3 子以
降は 6,000 シンガポールドルを出生から約 2 年に
わたり分割で支給するものである。貯蓄支援は、
第 2 子以降を対象とした子供専用の口座が設けら
れ、子供が 6 歳になるまでの間にその口座に親が
貯蓄すると同額が政府から振り込まれる。専用口
座のお金は保育所の費用等子育てに関する用途以
外では引き出せない仕組みとなっている。

こういった支援にもかかわらず、シンガポール
では合計特殊出生率は下がり続けており 2009 年
で 1.22 まで下がってきている。

民主党が目指したこども手当は、当初の計画で
は月 2.6 万円で中学校卒業まで支給するというこ
とであった。これは中学校卒業の 15 歳まで支給
されれば約 470 万円になる。総額で見ればわが国
の平均的労働者の年収分に達する。

平均年収の日露差を勘案すれば総額ではロシア
も日本も同様レベルなのに、そして仕組みとして
はロシアもシンガポールもよく似ているのに、ロ
シアだけが出生率が上向いた。日本のように細く
長くではなくて、ロシアは多額のお金を一回で支
給する仕組みが劇薬のように効いたのであろうと
筆者は推測している。

わが国において出生率を向上させるにはロシア
のように大胆な施策も必要かもしれない。

仮に、第 2 子以降に 400 万円を支給するとすれ
ば、第 1 子以外の年間出生数は約 55 万人である
ので、年間 2.2 兆円の予算が必要になってくる。
こども手当ての当初見込み額とほぼ同規模とな
る。（その支給制度がインセンティブとなり、仮に
第 2 子以降の出生率が 70 万人となれば 2.8 兆円で
ある。）ロシアのように 3 歳を迎えたのちに支給と
すれば、効果はすぐに期待できる一方で、予算は
3 年後まで必要ないので、3 年間分の予算を復興
関連に回すこともできる。団塊ジュニア世代が 40
代にさしかかろうという現在、出生率を向上させ

図表 4　 日本、ロシア、シンガポールの 
合計特殊出生率推移
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子どもの数を増やしていくには、もう待ったなし
の状況であり、そういった大胆な施策の早期の実
行が望まれる。

望まれる保育サービスの量的拡大
保育サービスの充実という点では、現在政府で

は子ども・子育て新システム会議が開催され、保
育の量的拡大が検討されている。前述の通り、保
育の量的拡大により 3 歳児未満時の保育所・託児
所利用児童の割合が大幅に高まることになれば出
生率向上に寄与していくだろう。ただし、3 歳未
満児の潜在的待機児童数は約 59 万人であり、3 歳
未満児の保育所・託児所利用児童の割合を 38% に
まで上げなくてはならない。

子ども子育て新システムの中間とりまとめの主
な内容は、

・ 幼保一元化のため保育園・幼稚園など基準を
満たした託児施設を全てこども園とする。認
可保育園がなくなり、これまでの面積基準や
保育士配置等を撤廃し、新たに設ける基準を
満たした施設全てを指定する。

・ 入所選考や契約は行政が関与せず、施設と親
とで直接行う。更に民間資本も含めた多様な
事業主体が参加可能なようにする。

・ 育児関係予算を全てまとめて地方自治体に交
付し地方自治体は子育て予算を自由に使える。

である。
現行の幼稚園もこども園とすることで保育所の

機能を持たせたり、多様な事業主体の参加を認め
ることで量的拡大を図る方向性は間違ってはいな
い。ただし現行の幼稚園を含め、3 歳未満児の保
育を行わせる強制力はない。出生率向上のキーと
なる 3 歳未満児の受け入れ拡大となるような仕組
みの再検討が必要であろう。

また、需要過多で供給不足の現状では、施設や
保育士配置の基準、入所選考等について今まで通
り行政が関与していく必要がある。供給不足の状
態下での “基準” と “参入” の自由化は、保育の
質の低下、入所申し込み時の過当な競争、保護者

が支払う保育関連費用（入所金や教材費）の増大
といったことを招いたりする危険性をはらんでい
るからだ。

更に、育児関連予算を地方自治体にまとめて交
付するとあるが総予算を増額するとは書いていな
い。こども園の対象を広げ、予算の総額は変わら
ないとなれば一施設あたりの補助金が減額される
ということである。そのような状況であれば地方
自治体も積極的に事業者開拓を行わないであろう
ことが予想される。

進むべき方向性は誤っていないが、個別の考え
方や施策は修正していくべき部分も多く、更なる
検討が期待される。

望まれる少子化対応策
筆者は少子化対策としては大きく分けて 3 つの

効果的な施策があると考えている。
1 つ目は児童手当やこども手当といった現金支

給による経済的支援であり、より効果的な施策と
してはロシアのような大胆な支給制度の創設が考
えられる。

2 つ目は前項で述べた保育サービスの充実等周
辺インフラの整備と充実である。（現物支給）

3 つ目は周辺環境の整備であり、育児休職取得
環境や子育て時間の確保、家族と一緒にすごす時
間の確保など、まさにワーク・ライフ・バランス
の推進で実現していくことである。

働き方を見直してより効率的に仕事をこなし、
私生活も充実させていく、すなわちワーク・ライ
フ・バランスを推進していく。国は保育サービス

（特に 3 歳未満児）の量的拡大と充実を早期に実現
しつつ、より効果のある経済的支援策を実行して
いく。

この 3 つの方策がうまく連動していくようにな
ればわが国の出生率は向上していくのではない
か。今後の国の積極的かつ早期の対応を望んでい
る。

ワーク・ライフ・バランスを推進すれば少子化対策となりうるか？
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