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女性にまつわる変化といくつかの政策ギャップ
政策の主対象は既婚・子あり・正規雇用だが、 未婚・非正規が増加
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1― はじめに
政府の成長戦略や少子化対策などにお

［図1］子どもの出生年別第1子出産前後の妻の
就業経歴の推移（出産前有職者）
資料：内閣府「平成25年版男女共同参画白書」
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［図2］雇用形態別・子どもの出生年別
出産前有職女性の就業継続率の推移
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2―女性にまつわる変化
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2｜非正規雇用者の増加
近年、子育て期の女性で非正規雇用者
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率が伸びない背景にあるようだ。

夫 婦 の 最 終 的 な平均 子ども 数（ 完 結 出

くが・なおこ
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［図3］夫婦の完結出生児数の推移
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資料：国立社会保障人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」
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の解消を喫緊の課題としているために、も
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ワーク・ライフ・バランスの充実など）、直

「女性役員・管理職の増加」についても、 接的に若年未婚者を救済する措置があっ
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注意 : 夫婦の完結出生児数は結婚持続期間15〜19年の
初婚どうしの夫婦の平均出生子ども数。

でおおむね 2人程度で推移している［図3］。 数を増やすことで一定の効果は望めるだ

政策により、更なる格差を生み出すこと

完結出生児数を算出する対象は、結婚

ろうが、これだけ非正規雇用者が多い状

はあってはならないため、より踏み込んだ

持続期間が15〜19年の夫婦であり限定的

況を見ると、平行して雇用形態による不利

追加対策が必要である。

だが、より結婚持続期間が短い夫婦の子

感を是正する必要もあるだろう。

ども数をみても、合計特殊出生率の推移
よりも緩やかである* 。より詳細な分析は

2｜少子化対策におけるギャップ

必要だが、少子化の背景には、晩婚化・晩

― 未婚者への対策の薄さ、

産化によって夫婦の子ども数が減ったこと
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［*1］総務省「労働力調査」
［*2］厚生労働省「育児休業や介護休業を
することができる期間雇用者について」
［*3］国立社会保障人口問題研究所
「人口統計資料集（2014）」
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だけではなく、未婚化の影響も大きい* 。

［*4］厚生労働省「平成 24 年人口動態調査」
［*5］厚生労働省「平成 24 年人口動態統計月報年計
少 子 化には未婚 化の 影 響も大きいが、 （概数）の概況−参考：合計特殊出生率について」
政府の少子化対策白書をみると、未婚化 ［*6］国立社会保障人口問題研究所

3― 政策とのいくつかのギャップ

の解消につながる対策はごく一部であり、
大半が既婚夫婦に向けたものだ。

1｜成長戦略「女性の活躍」におけるギャップ

未婚化の背景の1つには経済環境の厳

―既婚で子どものいる女性が主対象、

しさがあるが、未婚者が該当する少子化

正規・非正規による格差も

対策としては、非正規雇用者の雇用の安

成長戦略では女性の活躍促進施策とし

定化や若年層のキャリア支援がある。し

て、特に「待機児童の解消」「女性役員・

かし、非正規雇用者対策は若年層に限っ

管理職の増加」「職場復 帰・再就 職の支

た話ではない。仮に、非正規から正規への

援」
「子育て後の起業支援」を掲げている

雇用転換を図る際、非正規雇用者の中で

「第 14 回出生動向基本調査」にて
結婚期間 0 〜 4 年、5 〜 9 年、10 〜 14 年の
夫婦の子ども数の推移と合計特殊出生率の推移を
線形近似した数式の傾きの値を比較すると
合計特殊出生率のものが最も大きい。
［*7］少子化に与える未婚化の影響については、
岩澤美帆「近年の期間 TFR 変動における
結婚行動および夫婦の出生行動の
変化の寄与について」
（2002）、

人口問題研究、58-3、pp.15-44. に指摘あり。
［*8］出産前後の離職率が高く、
保育園入所希望時に求職中（無職）の場合、
自治体にもよるが就業者と比べて
不利になる可能性がある。

が、
「女性役員・管理職の増加」を除くと、 競争がうまれるとすると、経験の少ない若
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