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スウェーデンの子育て支援と就学前教育の関連性
―親の労働継続と次世代の労働力再生産の視点から―

藤田　雅子

The Relevance of Parenting Support and Pre-school Education in Sweden:
Continuing work of Parents and Re-production Workers of Next Generation

Masako Fujita

要約
　スウェーデンは減少した出生率は回復させ、少子高齢化にストップをかけた。子育ての経済的支援とその財源および地域
の子育て支援の現状を把握する。前者は児童手当に代表する現金給付と親の育児休業に伴う所得保障である。後者は 10年
前に制度的には保育から教育に転換した就学前学校である。経済的支援の財源は雇用主（経営者）が支払う社会保険料であ
り、就学前学校の財源は住民が納める所得税である。財源のすべては納税ができる労働力の確保に掛かっている。18歳の
成人までに職業人を育てるには、稼動年齢中の人々が労働を継続し、次世代の納税者を円滑に確保する必要がある。出生率
を上げて乳児を父母で分担して育て、親が職場に復帰した後には、幼児を就学前教育として学校教育に入れたことによって
地域サービスと親が協力して育てる。経済的支援も就学前教育も稼動年齢層の労働によるが、社会としては労働力再生産の
過程であると解釈する。

キーワード
出生率上昇、　就学前教育、　経済投資、　労働力、　育児休業

1. はじめに

Ⅰ研究目的および研究方法

１　研究の背景

　生まれてくる赤ちゃんが一生を保障され、赤ちゃ

んを歓迎する社会が望ましい。人口のバランスを保

つには、合計特殊出生率 2.1というのが定説である。

遡るとスウェーデンでは 1960年代の高い合計特殊

出生率は緩やかに低下し、1980年代に 2.1を割り

込み、再び 90年代初めは 2.1以上を保つことがで

きた。図１は 91年以降の合計特殊出生率を表わす。

比較の意味で日本の数値も記入する。スウェーデン

はバブルがはじけた後に急激に降下し、90年代後

半には 1.5にまで落ち込んだ。政府は景気回復に力

を入れ、子育て支援政策を強化した。経済的に好転

し、出生率も回復傾向を見せた。2002年には 1.65

に達し、ベビーブームが続いた。統計庁は 2008年

の合計特殊出生率を 1.88と予想し、数年後は 2.1

を目指す。

　親は労働、育児、家事をこなす。保育所は姿を消

し、1歳から就学前学校で保育を含む教育をするよ

うになって 10年が経過する。税金で福祉、医療、

教育をまかない、少子高齢化からの脱却に向かうス

ウェーデンの社会的構造について分析を試みること

は意義がある。
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図 1.合計特殊出生率推移
日本　厚生労働省「人口動態統計」

スウェ―デン　SCB Statistisk arsbok for Sverige 2008
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2　研究目的

　出生率上昇と学校教育という子どもをめぐるこの

10年間の社会的変化を、子育て制度と親世代の労

動力との関係において解明することを研究目的とす

る。

3 　研究方法

　まず以下の資料を収集し、結果として示す。

　第 1に子育ての経済的支援の現状を把握するため

に、両親の育児休業の所得保障および児童手当に関

する資料と、両親保険および就学前教育の財源に関

する資料を収集する。

　第 2に地域サービスとしての就学前教育の現状を

把握するために、社会サービスとしての就学前学校

の資料と、出生率増加にともなう問題点に関する資

料を収集する。巻末に文献および資料として国およ

び政府（1～ 4）、地方自治体・労働（5～ 12）、統

計（13）に分けて示し、以下の本文中の（　）内

の数字と対応する。

　次に以上の結果を用いて、出生率上昇と学校教育

という子どもをめぐる社会的変化を、制度と親世代

の労動力との関係において分析を試みる。

Ⅱ結果　
子育ての経済的支援と地域サービスの現状把握

１　社会保険としての両親保険と就学前教育の財源

1）　子どもの親の経済保障

　稼動年齢の男女がともに職業に就いている。社会

保険事務所で出している親向けのパンフレットを見

ると、親になる人と子どものための経済保障は以下

の通りであるる（6）。

・養子をもらう場合の手当金　

・介助員の手当金（障害児）

・児童手当金および多子加算金

・住宅手当金

・LSS「特定の機能障害者に対する支援とサービス

法」による個別介助（障害児）

・自動車補助金（障害児）

・両親休業法（育児休業）

・両親休業手当金

・妊産婦手当金

・「パパの 10日間」の休暇

・一時休業（看護休業）

・養育支援金

・障害児介護手当金

　以上のうち、すべての親と子どもに関する部分を

見ておく。児童手当は親の収入にかかわらず、支給

年齢は新生児から義務教育 9年修了の 16歳までの

すべての子どもが対象である。表 1に金額と子ど

もの人数の関係を示す。第 1子は月額 1050kr（約

1万 6800円）である。子どもの人数が増えるほ

ど多子加算率が高くなり、子どもが 5人になると

7614krになる（2008年）。

表 1  児童手当と多子加算（2008年 単位 kr）

子どもの人数 児童手当金 多子加算金 合計

1人 1050 1050

2人 2100 100 2200

3人 3150 454 3604

4人 4200 1314 5514

5人 5250 2364 7614

 Forsakringskassan

2）育児休業と看護休業の所得保障

　出産前に過重な就労であれば、最高 50日間の妊

婦手当が給与の 80％支給される。妻が出産時に夫

がとる特定育児休暇「パパの 10日間」だけが、父

母が一緒に取れる唯一の休業であり、ほとんどの夫

が利用する。医療は県税（所得税）によるので出産
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の個人負担はない。生まれた子どもは直ちに個人番

号を取得し、児童手当給付の通知も届く。

　社会保険事務所が出す育児休業に関するパンフ

レットから育児休業の意義を押さえておく（7）。母

親に対しては「両親休業手当金の半分はあなたのも

のです。あなたとあなたの子どもの父親が、共同親

権をもっているなら、手当金の日数の半分はあなた

のものです。何日ずつ使うかは、親 2人で決めてく

ださい。両親保険の手当金が用意されているのは、

次の理由によります」とある。父親への文章も同じ

で、父親が母親に置き換わる。「両親保険の理由は

①親が職業と家族生活を両立させるため、②子ども

が早い時期から両親との良い関係を保てるようにす

るため、③男性と女性の平等を図るため」となって

いる。

　現在の原型である両親保険は 1974年に導入され

た。親は有給で育児のために交代で休む。480日の

育児に伴う休業が認められ、390日は給与の 80％

が保障され、残りの 90日は 1 日につき 180krが支

払われる。出産前にも 60日間まで使用できるが、

妊婦手当、傷病手当との重複はできない。赤ちゃん

の時の残りがあれば、8 歳または基礎学校 1 年終了

まで使える。全国的には有給部分は 90％、残りの

90日は 80％が消化されている（13）。

　父親の育児休業促進のために、1994年に父母共

に「育児休業割り当て制」1カ月を導入した。2002

年に期間を 2 カ月に延長し、現在に至っている。父

親の育児休業はかなり定着し、全国平均として育児

休業日数のうち父親が 19.50％（2005年）を使って

いる（13）。職場に復帰後に子どもが病気のときに使

う看護休業は、年間 60日まで子どもが 12歳にな

るまで使え、親の所得が 80％保障される。障害児

は 16歳になるまで年間 120日利用できる。看護の

ための休業日数は 1人の子どもに年間平均 7日程

度である（13）。

3）経済的支援と地域サービス財源

　社会保障費をはじめとした社会保険の掛け金は税

金的色彩が濃く、雇用主が全額を国に納める。両親

保険である育児休業や看護休業の所得保障も、児童

手当も、雇用主が納める社会保険料が元手である。

定年後の基礎年金（国民年金）も同様である。

　国家予算歳出は行政労務費を別にすれば、社会保

障費の占める率が圧倒的に高く、全体の　1/3 以上

になる。社会保障費の内訳は、高齢者関係が半分近

く、次が疾病と障害が 1/3 になり、そして 3 番目が

家族と児童の関係で約 15％を占める（2005年）。

　この家族・児童関係の社会保障費は、児童手当と

両親保険がほぼ同額で合わせて約 3/4 が使われる。

残りの 1/4 の社会保障費に養育費を受け取れない一

人親に対する養育支援金、低所得で子どもがいる家

庭の住宅手当、障害児の親の介護手当などが含まれ

る（13）。

4）教育・福祉・医療の財源は所得税

　直接税は、賃金に応じて個人が県と市町村（コ

ミューン）に納める所得税がある。医療・保健は県

が、ホームヘルプなどの在宅サービスや幼児から高

校生までの教育など生活関連をコミューンが担当す

る。国税としての所得税は一部高額所得者のみであ

る。

　所得税率は地方自治体によって若干の違いがあ

る。個人が納めるのは、収入のうち約 10％は県を

通して医療保健や広域交通などの、約 20％がコ

ミューンを通して教育（保育）や介護などの財源と

なる。医療は健康保険ではなく、税金で運用される。

　図 2に Nコミューンの所得税の使途を示す（8）。

項目別に見ると、義務教育である基礎学校（小中学

校）、1歳からの就学前学校、高等学校だけで半分

以上になり、学童保育、義務教育前 1年間の幼児学

級を加えると 58％を占める。Nコミューンは後述

の就学前教育の箇所で扱う。
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政策
１％ インフラ整備

4％
余暇・文化
5％

就学前教育
17％

学童保育
4％

幼児学級
1％

基礎学校
27％

高等学校
9％

成人教育
0％

高齢者・
障害者介護
31％

移民・市場調査
1％

図 2.消費税の使途（Nコミューン）
Nacka Kommun Nacka i siffror 2007

2　就学前教育の現状

1) 保育園が就学前学校に変わって 10 年

　親が育児休業を終了すると子どもは 1歳で就学

前学校に入る。育児休業後のコミューンサービスは

1998年の法律改正により節目を迎え、99年から保

育園はなくなり、就学前学校になった。行政的には

保育園同様、就学前学校はコミューンの仕事である。

建物や設備、遊具や教材教具をそのまま使用し、制

度の変化は当時の子どもや親に戸惑いを与えなかっ

た。しかし 1歳から成人になる 18歳までの子ども

の教育が、就学前学校、基礎学校（義務教育）そし

て高等学校とつながり、幼児を学校教育制度に組み

込んだ大改革である。

　01年からコミューンは希望する子どもを就学前

学校に受け入れる義務が生じ、同じく 01年から親

が失業中の子どもも、02年からは育児休業中でも

兄姉を受け入れるようになった。03年から 4～ 5 

歳児は 1日 3時間、週 15時間までは、親の経済的

負担がなくなった。6歳児は基礎学校内の幼児学級

に、希望者全員を受け入れる義務がコミューンに生

じた。

2) 就学前教育を規定する「98 年法」

　教育庁による「98年法（Lpfö98）による就学前

学校のカリキュラム」に基づいて教育が行われる（4）。

この前半は「基本的価値と課題」に関する事項で、

民主主義が就学前学校の基盤を形成するという基本

的価値を定め、他人に対する理解と思いやり、客観

性と普遍性、就学前学校の課題と続く。後半の「目

標と指針」としては、1規範と価値、2発達と学習、

3子どもの影響、4就学前学校と家庭、5協力体制（幼

児学級、基礎学校、余暇センター）の 5項目からなる。

最後に、就学前学校の努力目標と全職員の義務規定

がある。

　就学前教育は Lpfö98の枠内でコミューンの裁量

に任され、独自の目標と指針を設定する。それに沿っ

て各就学前学校はプロファイル化と呼ぶ独自色を出

すが、これが親の選択の決め手となる。コミューン

の教育委員会は就学前学校から高等学校の教育に関

する政策の任務がある。コミューン議員の政党を勘

案して構成され、政治色を反映する。

1 歳
11％

2歳
22％

3歳
22％

4歳
23％

5歳
22％

図 3.年齢別就学児童割合（全国平均）
SCB Statistisk arsbok for Sverige 2007,Forskoleverksamhet

3) 就学前学校の職員と子どもの比率

　コミューンが直接経営する学校が大半であるが、
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会社組織、生協経営など多彩な経営が認められる。

図 3に年齢別に就学前学校利用者数を示す。1歳児

が少なく、2～ 5歳児はほぼ均等である。職員とし

て保育士と幼児教育の教員がおおよそ 1：1の割合

で配置される（13）。地域や学校によって比率に差が

ある。保育士は高等学校の 3年間保育コースを卒業

して仕事に就く。教員は高卒後さらに 3年半を大

学で教育を受けた職種である。したがって同じ職場

であっても所属する労働組合が異なり、労働時間は

保育士が週当たり 38時間、教員が 35時間である。

全国を平均すると 1クラスの子どもの人数は 17人

になり、職員 1人に対する子どもの人数は 5.2人で

ある（10）。

４）現政権のマニフェストに見る家族と保育・教育

の関係

　現政権は穏健党、中央党、国民党、キリスト教民

主党の 4党の連合である。総選挙前に出したマニ

フェストを見てみる。家族の自己決定権の強化、適

切な選択による保育（教育）、コミューンサービス

の義務、親の労働と家族生活の両立、親による乳幼

児の育児、社会経済の支柱となる保育・教育、家事

と育児の男女の分担、労働の機会均等といった方針

が出された（2）（3）。総選挙から 2年が経過し、公約

を実行に移しつつある。

1　就学前学校は自宅の近隣に設置されるべきであ

る。住民から要望のある子どもサービスを充足する

のはコミューンの義務である。しかし親が就学前学

校に満足できない、あるいは定員一杯で待たされる

など不備な点が見受けられる。

2　民営による教育（保育）をさらに大幅に可能と

する。運営費はクーポン制（保育に関わる公費は先

ず親に割り当て、親が就学前学校を選択する）なの

で、親が経営する学校やサービスも等しく成り立つ。

特別に支援が必要な子どもの経費は別途コミューン

が考慮する。

3　サービス内容を質的に向上させる。教育指針の

策定、全国一律テスト、職員の再教育、子どもの個

別の発達に応じた教育を目指して予算を確保する。

4　平等ボーナス制度の新設によって、所得の低い

ほうの親が育児休業を終えて復職する時、フルタイ

ムの場合に月 3000kr（約 4万 8000円）を減税する。

一人親にも適用する。

5　就学前教育は効果を上げ、順調に義務教育へ移

行している。多数の女性が働けるし、社会経済的に

も低コストで済んでいる。2歳児の 80％、その過

半数が生後 13～ 18カ月から就学前学校を利用す

る。1～ 3歳児で就学前学校と併用しない場合は、

家庭で育児ができる「在宅保育手当金」をコミュー

ンが支給する制度を新設する。

３　「保守政権の実験地」と呼ばれるＮコミューン

の例

１）政治、人口構成、所得税、地理

　所得税の使途（図 2）で示した Nコミューンを

例に就学前学校の事例とコミューン政策について見

る。地方政治の教育政策決定という点からすると、

コミューンの政策決定機関はコミューン議会であ

り、議員は 4年に 1回の総選挙で選出される。議

会の下に各種委員会があり、就学前学校は教育委員

会が政策にあたる。国が保守連合政権であり、Nコ

ミューンは「政権の実験地」と呼ばれるほど保守色

が強い。コミューン議会 61議席のうち 29名を穏

健党が占め、国民党、キリスト教民主主義党、中央

党を合計すると全体の 65％に上る（8）。

　次に人口構成であるが、人口は 83,421人（2006

年）のうち 15歳以下の子ども人口は 22.9％と全国

平均（18.9％）より高く、65歳以上の高齢者人口

は 13.0％で国の平均（17.3％）よりも低い。子ども

人口の上昇が著しい地域である。就学前学校を利用

する子どもは統計的には 72.02％になり、増え続け
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る子どものために就学前学校の籍を準備しなければ

ならない。6～ 9歳の学童保育利用率は 88.0％に達

し、次の問題もある。総面積は 100㎢と広く自然

が豊富で子育てに適し、親は都心への通勤に便利な

ので居住地域として人気がある。移り住む人もあり、

人口も子どもも増加しているコミューンである。

　コミューンの収入は基本的には住民が納める所

得税によっており、国の補助金、地方平衡税など

がわずかに加わる。Nコミューンでは、16歳から

定年の 65歳の平均年収は 29万 7000kr（約 475万

円）である。20歳以上に限定すれば 80％の住民が

何らかの仕事に就き収入を得て、コミューンに所

得税を納入している。住民は収入から 17.47％をコ

ミューン税として納付し、県税も含めると所得税は

30.93％となり、全国平均の 31.60％より低い。

２）就学前学校利用料とコミューンの予算

　就学前学校の親の経済的負担すなわち利用料の上

限を、国は 1人につき 1260kr（約 2万円）と規定し、

4～ 5歳児は週に 15時間以内であれば無料である。

利用料は子どもの滞在時間と子どもの人数によって

コミューンが決める。Nコミューンの場合を表 2に

示す。子どもの滞在時間によって 3段階に分け、時

間が短ければ料金は安くなる。利用する子どもが多

いほど利用料は下がり、4人目は無料である。

　利用料収入は必要経費の 10％ほどになる。週当

たり 40時間滞在する 1～ 2歳児は年間 12万 kr（約

194万円）、短時間の 20～ 35時間の 3～ 5歳児で

あっても年間 6万 kr以上（約 100万円）を要する。

これらは住民の所得税が財源であり、教育政策と関

係する。

表 2  就学学校利用料と公費（単位 kr）
※法定最高額

1～ 5 歳 子どもの人数 コミューン負担

利用時間（週）１人目  2人目  3人目  4人目 １～２歳  ３～５歳

２０～２５時間 900 600 300 0 78,270 63,990

２６～３９時間 1,100 734 366 0 109,300 91,220

４０時間以上 ※ 1,260 840 420 0 121,370 104,980

Nacka kommun Checkbelopp och avgifter för barnomsorg 2007

３）多彩な教育方法の就学前学校

　98年法（Lpfö98）を受けて Nコミューンが示

す就学前教育の目的と指針を、表 3に示す（9）。筆

者が見学をした「水晶就学前学校」は、2005年に

新設されたコミューン経営の学校である。1歳か

ら 5歳までの 78人が在籍する。イタリアのレジ

オ・エミリア Reggio Emiliaを教育方法として取り

入れている。これはローリス・マラグッティ Loris 

Malaguzzi（1920～ 1994）が心理学と教育学を統

合し、「子どもの百の言葉」に象徴されるように、

開放的民主主義的集まりにおいて考え方を表明し、

表 3  コミューンによる就学前学校の目標と指針

目標 

最大限の発達  積極性と可能性を引き出す活動

意欲を掻き立てる学習 学習と発育の継続的全身への刺激

現実的影響 実態把握ができる活動

安心できる学習環境 喜び、安心、刺激、健康につながる活動

指針

 明確な情報提供 学習と発育で達成した成果の伝達

個別発達計画 子ども、親、職員の協力による個別計画

改善の評価 教育委員会フォーマットによる追跡

安心と快適のルール 安心、落ち着き、秩序、快適のルールと実施

Utbildningspolitisk strategi för nacka kommun,
Styrdokument för förskoleverksamhet
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討論し、問題解決技術を学習するという方法であ

る。ニューズウィーク誌が「世界でもっとも先駆的

な就学前学校」として絶賛し世界的な注目を浴びた

（1991年）。スウェーデンとはそれ以前の 1979年

から教育者同士の交流が行われていた。同じ Nコ

ミューンにやはりイタリアのマリア・モンテッソー

リMaria Montessori（1870～ 1952）の教育方法を

取り入れている就学前学校もあり、筆者は訪れてい

る。就学前学校を特色付ける教育方法は多彩である

が、Lpfö98とコミューンの目標および指針に沿っ

た内容であるという点では共通している。

　「水晶就学前学校」の校舎は幼児に適したデザイ

ンになっており、広い校庭をもつ 2階建ての建物で

ある。1～ 2歳児は、自信を持って自立性の高い個

人に発達することを目指し、感情に訴え、水遊び、

イーゼルによる絵描きなど遊びを通した教育がなさ

れている。2～ 3歳児は感覚の強化、内面的な安ら

ぎ、鏡の部屋で自分を眺め、数字や言葉作りなどの

作業をする。3～ 4歳児はグループダイナミックス

を尊重し、集団に属しながら自立した個人として育

ち、自己を確立する。算数や国語の教育や OHPの

使用も始まる。就学前学校の最終学年である 5歳児

は、学習と遊びに参加し、体力、勇気と自信をつけ、

学力を上昇させ、パソコンも操作する。「言葉の部

屋」や「算数の部屋」に人気があるという。週に 1

度は森に散歩に行くが、親にはもっと自然の中で遊

ばせて欲しいという要望があるという。

　この学校は、挑戦、参加、自立、発見を目指し、

ジェンダーが加わる。グループごとの作業計画を立

て、個別の「学習ファイル」に子どもの学びや進歩

を記録する。

　親が職場で過ごす時間を、子どもは 1歳から就学

前学校で過ごす。「水晶就学前学校」が親に望むこ

とは、1積極的に子どもと関わる、2子どもの毎日

に関心をもち親の役割を果たす、3家庭においても

子どもの自立のための訓練をする、4子どもととも

に喜びを感じる、5前向きにフィードバックする、

6就学前学校の「学習ファイル」に関心をもち活用

する、7学校で経験した活動を尊重する、といった

ことである。

４　子ども増加の問題点

１）子どもの増加に伴う一般的問題

　社会保険は子どもの絶対数が増加しても児童手当

を払えるし、親の 480日の育児休業を保障するこ

とができる。しかし当座は子どもの増加によってさ

まざまな問題を解決しなければならないという事態

が生じている。ここ数年の新聞から現状を見ておく。

　まず出産であるが「 出産ラッシュに対して病院

の受け入れは問題ない」（ SÖDERMALMSNYTT 

2006年 3 月 21日）に紹介されたように、数年来、

都市部における出産数が著しく増加しているが、出

産に備えて医療を管轄する県はうまく対応してい

る。県は出生率が毎年少しずつ上昇すると予測して

いたが、その方向に向いている。

　育児休業に関しては、すでに見たように父

親の取得日数も増えてきている。「就学前学校

の空きがない、足りない地域に住んでいる」

（ SÖDERMALMSNYTT2006 年 8 月 18 日 ） と

いうことになれば、新聞記事になるほどであ

る。急激な子どもの増加によって、詰め込み

が生じて問題にもなったが、「職員の数は増加

し、グループごとの子どもの人数は低下してき

ている」（ DagensNyheter2006年 4月 27日）とい

う。しかし現在でも地域によっては、あるいは

親が望む就学前学校が定員で満杯という事態が

部分的に生じている。子どもが不利益を蒙る場

合は「大きすぎる子どものグループに親が抗議」

（STOCKHOLMCITY2006年 5 月 3 日）のように、

行政の対応に対して親もコミューン議員も黙っては
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いない。ごく一部であるが、延長保育など時間外保

育への要求もある。子どもが成長するにしたがって

学童保育の問題に移ってきている。基礎学校 3年生

までほとんどの子どもが学童保育を利用する。「ス

トックホルム県内の学童保育所では定員超過が多

い」（STOCKHOLMCITY2006年 4 月 27日）によ

るように、職員は過重な労働を強いられるという批

判が出たことがある。

２）職員の男女格差と人材確保

　労働市場では男女は伝統的な職業選択を続

け、賃金格差もあるという批判がある（11）（12）。と

くに幼児の保育と教育は女性職員が圧倒的に多

く、待遇面の男女格差の問題が噴出してきたきっ

かけは、子どもの増加である。保育士が子どもの

世話をするだけではなく、教育の部分が入って

きているのに給与が低すぎるという訴えがある

（SÖDERMALMSNYTT2006年 4 月 18日）。教員に

関しても「小学校の方が給与も高く、夏休みも長い」

（SÖDERMALMSNYTT2006年 7月 1日）という記

事によると、「ベビーブームが続き、大幅な就学前

学校増設が進み、職場が拡大している。しかしなが

ら教育学部の新卒者にとって小学校のほうが魅力的

で、なかなか就学前学校に来てくれない」という。

これは人材確保の課題があるが、今年に入りいよい

よ表面化、深刻化した。

　教育庁は就学前学校職員の人材不足を発表した

（SvenskaDagbladet2008年 6月 15日）と報道され

た。教員不足は、これから 5年間は深刻状況が続き、

15年後にしか解消の目処はつかないという。統計

庁によると予想以上に出生率が上昇するという。今

日では大学教育を受けた就学前学校の教員は半数し

か充足していない状況にある。学童保育の教員の不

足も続く。人材養成が追いつかない状態にあるとい

うのである。

　不足の原因は何なのか。記事の中で、教職員組合

委員長は次のように分析する。「第 1に低賃金、第

2に悪い労働条件、第 3にグループの児童数の多さ、

という条件が重なる。大学 3年半の教育を受けたに

もかかわらず、高卒の配管工よりも賃金は低く、構

造的な差別であり、高等教育にある女性に被害をも

たらしている」と述べている。

3）幼児の保育と教育に関する基本的な疑問

　「実際に、ダーギスは子どもにとってよいのだろ

うか」（DagensNyheter 2008年 7月 20日）という

記事には幼児の保育・教育に関する疑問が投げかけ

られている。ダーギスというのは「昼間のお家」と

いう意味の幼児語で、保育園時代に親子共に使い、

現在でも懐かしみを込めて就学前学校をこのように

呼ぶ人が多い。大人はキャリアに熱中し、子どもは

就学前学校に行き、多くの子どもは親が職場にいる

時間以上に就学前学校で過ごしている。フルタイム

で働く親の子どもにとって、この状態はベストなの

だろうか、親は労働時間を減らして、もっと子ども

と接するべきではないだろうか、という疑問である。

　「在宅保育『ナッカモデル』中止」（metro2008年

8月 26日）という記事は注目に値する。前述のよ

うに 1～ 3歳児で就学前学校と併用しない場合は、

家庭で育児ができる「在宅保育手当金」をコミュー

ンが支給する制度を新設した。Nコミューンでは、

コミューンの指示によって手当てを利用する親が集

まって家庭保育所を作った。他の子どもは入れても

らえず、親が家庭において自分で保育をしないで共

同でやるのは「在宅保育手当」の本来の趣旨に反す

るという理由で、行政裁判所で法律違反の判決が出

たという。現政権にとっては打撃になる内容である。

これらの記事は、子育てをめぐる基本的な問題であ

る。

Ⅲ結果の分析　出生率上昇と幼児教育の意味
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１　経済的支援と就学前教育の意味

　政府は家族に関して、家族の自己決定権、適切な

選択による保育（教育）、コミューンのサービス義

務、親の労働と家族生活の両立、親による乳幼児の

育児、社会経済の支柱となる保育・教育、家事と育

児の分担、労働の機会均等を方針とする。長年の政

策は効果を挙げ、今年の合計特殊出生率 1.88と予

想し、間もなく 2.1を目指せるまでになった。

　社会保険の部分を見ると、児童手当は 16歳以下

のすべての子どもを対象にし、多子加算がつく仕組

みは子どもが望まれている証拠である。育児休業に

よる所得保障は経済的支援として不可欠である。母

親のみならず父親の育児参加が求められ、育児休業

割り当ては 2 カ月であるが、総育児休業日数のうち

父親が 20％ほどを使い、当座の目標を達成しつつ

あり、父親の育児休業が定着してきていることがわ

かる。両親保険の理由は親が仕事と家族生活を両立

させる、子どもが早い時期から両親との良い関係を

保つ、そして男女平等を図るためであるとするが、

その方向に着実に進んでいる。

　親の育児休業後に多くの子どもは 1歳数カ月で就

学前学校に入る。教育庁が示す「98年法（Lpfö98）

による就学前学校のカリキュラム」に基づいており、

民主主義が就学前学校の基盤を形成するという基本

的価値を定める。行政的には就学前教育はコミュー

ンに責任があり、Lpfö98の枠内でコミューンの裁

量に任され独自の目標と指針を設定する。就学前学

校はコミューンの教育委員会が政策にあたる。この

目標や指針に沿って各就学前学校はプロファイル化

と呼ぶ独自色を出し、これが親の選択の決め手とな

る。国は枠を示し、実際の運用は地方のコミューン

にまかせる。

　年齢別に就学前学校利用者を全国的に見ると、1

歳児が少なく 2～ 5歳児は均等である。職員とし

て高卒の保育士と大卒の教員が半々で、所属する労

働組合も異なるが、スウェーデンでは職種別の労働

組合はあるし、組合の異なる職種がチームを組むこ

とは珍しくない。

　あるコミューンを例に就学前学校に関して見た。

政治的には保守色が濃い。子ども人口は全国平均よ

り高く、一般的にも所得税は地方税のみであるが、

コミューン税は 17.4％であり、県税を含めた所得

税は 30.93％となり全国平均より低い。自然が豊富

で都心に近く、子育てに適し、人口も子どもも増加

している。就学前学校の利用料は、子どもが多いほ

ど親の経済的負担が減る料金体系である。利用料収

入は必要経費の 10％ほどになる。

　コミューンの目標と方針は教育庁の「98年法」

に基づいているから、就学前学校の教育方法は多彩

であるが、道順は異なっても目指すところは同一に

なる。事例で扱った就学前学校は、挑戦、参加、自立、

発見、ジェンダーを目指し、グループごとの作業計

画を立て、個別の「学習ファイル」に子どもの学び

や進歩を記録する。1～ 2歳から自立に向けた教育

が行われる。学習的な要素は以前より低年齢化し、

3～ 4歳児はグループダイナミックスを尊重し、集

団に属しながら自己を確立する。算数や国語そして

ICTが入ってくる。親が職場で過ごす時間を、子ど

もは 1歳から就学前学校で教育を受けるので、親と

就学前学校の連携に心がけている。

　親の育児休業による育児から就学前教育の移行は

順調であるが、就学前教育の教員養成の遅れ、男女

の職業の偏りと他職種との賃金格差、幼い子どもを

社会サービスに委ねることへの疑問など答えを出さ

なければならない課題もある。

２　親の労働継続と世代間の継続

　子育て支援としての両親保険や児童手当支給、そ

して福祉や教育など生活サービスは、社会として子

どもへの経済的投資である。コミューンや県のサー
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ビスの財源は個人が納めた所得税である。社会保険

関係は経営者が納める社会保険であるが、従業員が

働いて経営者は利潤を生み出すから可能になる。個

人は、収入のうち 70％が可処分所得となる。

　誕生から 16歳まで、子ども全員に児童手当が支

給され、高校生には同額の教育手当があり、次世代

が納税者になるまで経済投資は続く。児童手当は子

どもが多くなるほど多子加算は高くなり、就学前学

校の利用料は子どもが多いほど下がる。父母で育児

ができるような労働条件が社会に根づいており、育

児休業のように所得が保障される意義は大きい。父

親も育児のために休めるような社会の仕組みができ

てきた。幼児は学校教育の枠に組み込まれ、親は育

児休業後も仕事を継続できる。

　親の結婚形態や離婚、再婚などに子どもが左右さ

れないように、かつ障害や貧困など個別のニーズに

対応し、子どもが不利にならない歯止めが制度とし

て確立している。家庭と職場における男女平等が

あってこそ、子どもへの社会的投資も社会の合意を

得ることができる。労働組合への加入率 80％以上

という数字は労働者としての立場を主張し、両親保

険や就学前教育を制度として政策決定してきた政治

の力は大きい。子どもを生んで育てられる社会を築

き、出生率の上昇となって表われていると考える。

　子どもへの経済的投資、労働と育児の両立、すべ

ての子どもを受容する社会、そして男女平等をはじ

めとして平等な社会の創造といった社会的諸要因

が、総合的に子どもを生み育てる力となっている。

収入によって生計を立てることができれば納税者に

なれる。稼動年齢中の男女は、老親の介護を公的サー

ビスに委ね経済的にも世代間扶養が可能となり、子

育てはコミューンと親で行うことができるように

なった。

Ⅳ考察　親世代の労働と次世代労働力の教育の
連鎖

　親が労働している間に、将来の職業人を育てる教

育を開始するために、子どもを女性が生めるよう

な環境条件を整備してきたのがスウェーデンであ

る。第 2次世界大戦中、首相のハンソン（Per Albin 

Hansson）が戦後計画として「国民の家」という国

家論を展開したが、これは今でもスウェーデンの国

家の考え方の根底にある。次の文章中で括弧内の 5

つの言葉は、この国家論のキーワードである。「完

全雇用」は、子育て中の父母が仕事を継続できる仕

組みを作った。所得税や社会保険料を通して「公正

な分配」が可能となり、育児休業中の親は所得が保

障され、すべての子どもに児童手当が支払われる。

国民は可処分所得を消費に回し、教育・福祉・医療

のサービスそして年金や手当金によって安心できる

までの「生活水準の向上」を達成した。「生産性の

効率」によって、労働と充分な休暇を保障されてい

る。男女平等および個人に応じた職業スタイルの選

択など「産業における民主主義」を確立している。

矛盾や葛藤を克服しながら次世代を再生産している

と言える。

　98年法（Lpfö98）によって 1歳児から教育に組

み入れた。能力を伸ばすことは、子どもの人生にとっ

てのみならず社会にとって有益である。それは詰め

込みではなく、就学前学校の目標と指針で示したよ

うに民主主義を基盤にし、他人に対する理解と思い

やりを重んじ、最終ゴールは社会で働く職業人であ

る。国民の家としては途切れることなく労働力を供

給しなければならず、少子高齢化は避けなければな

らない。納税者が減少し、公的サービスを受ける人

が増加する危険がある。次世代の労働力の再生産が

可能になるような社会の構造にしていかなければな
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らない。

　生まれてきた子どもが 18年後には成人し、労働

に従事できるように教育する必要がある。高等学校

は職業教育に徹し、10年前までは、その基礎教育

をするのが 9年間の義務教育であった。今では基礎

教育に入る以前の幼児段階で、社会人としての道筋

をつける。図 4に示すように、親世代の労働と次世

代労働力の教育の連鎖であると解釈できる。職業教

育を終了したら直ちに労働市場に招きいれ、稼動年

齢層が経済的に自立し、納税者になれる。教育の果

たす役割は大きい。

図 4.労働と教育の関係
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