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要約 

現代の子育て支援の課題として、「仕事と子育て」の両立が中心的なテーマとなっている。女性の社

会進出、次世代育成など子どもを産み育てやすい社会の構築が、エンゼルプラン以降、20年来の課題で

ある。これらをふまえ、本論文では、未曾有の不景気とされる昨今の社会状況と対照的なバブル期（1986

～1991）の社会状況との検討を行い、経済、社会状況の変動による子育ての変化をみるとともに、社会

情勢と子育ての在り方を問うことを主な目的とした。バブル期における子育ては、現在の子育て支援よ

りも乏しく、また少子化が取り上げられた1.57ショックが1990年であることを踏まえると、好景気と

される時代に少子化が指摘されたこととなる。これらの背景には、少子高齢化社会の高齢化への対応が

優先されたことや保育施設の量的側面の不備が挙げられる。景気の良い時代に、少子化が問題化された

ことを踏まえると、景気が良くなれば結婚、出産という短絡的な発想にはならないということが明らか

にされた。 
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1．はじめに 

我が国における子育て支援行政は、社会的に優先度の高い施策として位置づけられる。その根幹は、

少子化を抑止抑制すべく、子どもを産み育てやすい環境の構築である。昨今では、家庭に対応した保育

の拡充（延長・夜間保育、病児保育、育児相談、休日保育など）や育児相談など子育て支援を保育者の

職務としたことなど、多方面から様々な施策が試みられている。 

拙著「子育て支援行政に関する研究(3)―平成3年～5年の保育白書を中心に―」では、現代の子育て

支援の原点を検討し、エンゼルプランが策定される以前の子育て支援行政を検討した。具体的にはエン

ゼルプランが掲げられた 1994（平成 6）年からの 5 年間をさかのぼり、子育て支援行政の変遷、とく

に厚生白書などを中心に検討した。その傾向としては、現代において掲げられている子育て支援対策、

例えば延長保育、保育ママ、病児保育などが既に論じられており、当時と比較すると数量、質の両側面

での改善がなされている。それにも関わらず、更なる少子化、晩婚化、未婚化の悪化をふまえると、育

原著 
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児、労働に対する抜本的改革が求められる。 

こうした状況をふまえ、本論では子育てと経済的要因に焦点を当てた。未曾有の不景気とされる昨今

の社会状況を鑑み、不景気と対照的な好景気であったバブル期（1986～1991）の社会状況との検討を行

い、経済、社会状況の変動による子育ての変化をみるとともに、社会情勢と子育ての在り方を問うこと

を主な目的とした。 

 

2．バブル期における厚生白書 

バブル期と称される1986年～1991の5年間の『厚生白書』の示されるテーマ、当面の課題などにつ

いて明らかにする。『厚生白書』の概要、及び子育てに関わりの深い政策などを中心に概説し、特に留意

すべき事項として下線部で示した。 

(1) 1986（昭和61）年 厚生白書：未知への挑戦－明るい長寿社会をめざして 

戦後の経済社会の発展を通じて、この世に誕生した人々が確実に長寿を享受できる社会を現出した。

我が国の人口の年齢構成をみると、出生率の低下により年少人口が横ばいから減少傾向を示す一方、寿

命の延びにより高齢人口が増大している。人口の高齢化を示す指標として使われる 65 歳以上人口(老年

人口)の総人口に占める割合(老年人口比率)は、昭和 30 年頃までは 5%前後で推移していたが、30 年以

降は急速に増大し、45年には7%を超え、60年に行われた国勢調査では初めて10%を超え、10.3%に達

している。これをふまえ、在宅サービスの拡充と保健、医療、福祉サービスの充実などを検討した。 

今後の老人福祉分野での民間企業の果たす役割を重視しており、市場機構を通じて民間企業のもつ創

造性、効率性が適切に発揮される場合には、公的部門によるサービスに比べ、老人のニードにより適し

たサービスが安価に提供される可能性が大きいとして、民間活力の導入を提言している。しかし、同建

議が併せて指摘しているとおり、サービスの利用者は高齢者や障害者が多く、サービスの利用により安

全や安心を買うものである以上、単なる利潤追及ではなく、サービスの向上と利用者への配慮等につい

ての企業の社会的責任の自覚が強く求められている。このような観点から高齢者向けのサービスについ

て、企業間等の連絡調整や利用者に対する情報提供等を通じてそのサービスの質の向上と充実を図るた

め、各種業界の参加による「シルバーサービス振興会議」(仮称)の設立準備が進められている。 

児童が心身ともに健全に育成されることは、家族はもちろん、社会全体からみても次代を担うべき人

材育成という点で極めて重要である。児童の健全育成のためには、児童の生活の場である家庭が健全で

あることはもとより、児童の人間関係の場である地域において遊び場の確保等の育成環境の整備が必要

である。現代の子供は、時間・空間・仲間の「三間」がないといわれており、例えば、子供の生活時間

をみると、現代では塾等での勉強時間やテレビ視聴に要する時間が増加している反面.遊びやスポーツに

要する時間は減少している。  

そこで、厚生省では、児童に健全な遊びの場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを

目的とする施設として、児童館、児童遊園等の児童厚生施設の整備を推進している。また、54年の国際
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児童年の記念事業として、東京・青山に、劇場、スタジオ、体育施設、研修施設等を備えた「こどもの

城」を建設し、60年11月に開館したところである。保育対策として、全国的にみれば保育所はほぼ充

足しており、今後は人口急増地域等への対応及び多様化する保育需要(夜間保育、延長保育、障害児保育

等)への対応が進められる。 

 

(2) 1987（昭和62）年 厚生白書：社会保障を担う人々－社会サービスはこう展開する 

我が国の社会保障制度は、国民生活の安定と福祉の向上を目指して遂次整備されてきた。我が国の経

済社会は、高齢化、技術革新、情報化、国際化等の潮流変化に伴って大きな変貌を遂げつつある。産業

構造の高付加価値化・知識集約化が一層進展するとともに、国民の価値観は多様化・個性化しており、

経済社会全体が「ハード」から「ソフト」へ、「モノ」から「サービス」へと比重を移しつつある。また、

平均寿命の延長・長寿化に伴い、国民のライフスタイルは「人生50年型」から「人生 80年型」になっ

てきている。単身化の進展、女性の社会進出などにより、家庭の構造・機能も旧来とは変化してきてい

る。国民意識の面では、生活水準の向上、自由時間の増大を背景に、生活の質(「クオリティー・オブ・

ライフ」)や精神的な豊かさへの志向が高まっている。社会保障を担うマンパワーの確保、質の良いサー

ビス（民間サービスの育成）などが求められる。 

総合的な社会サービスの推進として、婦人就労者の増加、とりわけ有配偶者、いわゆる共働き妻の増

加や、勤務時間や時間帯、職種等の勤務形態の多様化などにより保育需要が多様化してきており、特に、

乳児保育に対する社会的要請は増加してきている。乳児は疾病、事故等に対し極めて無力であり、また、

この時期は将来の人間形成の基礎づくりが行われる最も重要な時期であることを考慮すると、長期的に

は育児休業制度の普及徹底を図るなど、関連諸制度の充実を図ることによって、家庭において保育し得

るような条件の整備に努めることが重要である。しかし、家庭における保育が困難な場合においては、

保育所における対応が可能となるよう努める必要がある。 

また、延長保育、夜間保育についても一層の充実を図る必要があり、62年度においては、保育対策の

一層の質的充実の一助として「保育所機能強化推進費」を計上し、延長保育、夜間保育、乳児保育等の

特別対策を実施している保育所などに助成を行っている。児童の健全育成として、家庭生活の変化は、

家庭における児童養育に大きな影響を与えていることにかんがみ、家庭の養育機能の強化を図るため、

相談、指導等の援助を行う必要がある。このため、都道府県の児童相談所や福祉事務所の家庭児童相談

室では、専門の相談員が家庭や児童の問題について相談に応じているほか、児童館にも相談窓口を設置

している。保育所等においては子育てに関する相談に応じる乳幼児健全育成相談事業を実施し、青少年

センター等では誰でも利用しやすい休日の昼間や平日の夜間に電話相談に応じる「すこやかテレホン事

業」等を実施している。 
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(3) 1988（昭和 63）年 厚生白書：新たな高齢者像と活力ある長寿・福祉社会をめざして(厚生省創設

50周年記念号) 

厚生省は昭和という激動の時代の変遷とともにその時々の国民の要請に応え、その使命を果たしてき

た。戦前からの結核等の予防対策や、戦後、海外からの引揚者の援護に取り組む一方で、新しい福祉国

家建設の目標に沿って行われた各種の福祉制度の創設、国民皆保険、国民皆年金の達成とその後の給付

水準の改善、急激な高齢化に対応するための制度の改革等を行ってきた。 

このような50年の歴史のうえに、我が国の経済社会は大きく発展し、平均寿命も男女それぞれ、75.6

年、81.4年となり人類の夢ともいうべき長寿が実現されており、これからの我が国の最大の課題は、21

世紀に向けて、来たるべき高齢社会をいかに活力ある長寿社会にするかということではないか。 

今回の厚生白書においては、厚生省創設 50 周年ということもあり、時代に対応した社会保障の発展

の軌跡を辿るとともに、今後の長寿社会を展望しつつ、昨年 10 月に国会に提出した「長寿・福祉社会

を実現するための施策の基本的考え方と目標について」に即して新しい視点に立った厚生行政の基本的

方向をさぐってみた。「長寿を喜ぶことのできる社会」とは、高齢になっても健康で、また積極的に社会

に貢献できるとともに、経済的に安定し、病気になったり身体機能が衰えたときにも、高齢者とその家

族が家庭や地域の中において安心して生活できる社会であり、さらに、次代を担う子ども達を育ててい

る若い世代も含め社会全体としても活力が維持されている社会である。 

「健康・福祉サービスの新たな展開」では、すべての児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成

されることは児童福祉の基本理念であり、いつの時代においても変わることのない国民の願いである。

また、21世紀を担っていく児童を心身ともに健やかに育ててゆくことは、長寿社会に向けての極めて重

要な課題の一つでもある。さらに、経済的には一定程度の水準が達成され、心の豊かさが求められるよ

うになってきた現在の我が国にあっては、安らぎやくつろぎなどを提供する家庭の働きは、ますます重

要になってきている。家庭支援の推進において、現在の我が国において、雇用就労の増加、都市化と地

域社会の機能の低下、核家族化、女性の社会進出、出生率の低下など、子どもと家庭を取り巻く環境は、

大きく変化しつつある。この中で、家庭機能は低下し、子育てに取り組む親の不安や悩みは大きく、ま

た、いじめや登校拒否など児童の悩みも大きなものとなってきている。これらの状況に対応できるよう、

総合的な家庭支援の仕組みの充実を図る必要がある 

 

(4) 1989（平成元）年 厚生白書：長寿社会における子ども・家庭・地域 

高齢化社会に対応すべく、老人保健制度の創設、年金制度改正などを行い、国民の「生活の質」に対

応し、質の高い福祉社会の実現に向けて社会保障制度を含めた総合的な展開を目指す。また人が生まれ、

育ち、働き、老いを迎える生活の基本的な場である家庭の姿や 21 世紀を担う子どもの問題について、

その変化の内容と将来への影響について検討を加えた。そして子どもが健やかに生まれ育ち、高齢者が

安心して生きがいを持って暮らせるように家庭を支援する必要性が高まると共に、地域の役割が改めて
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見直される。我が国の出生数は第 2 次ベビーブーム以降一貫して減少している。その主な要因として、

子どもを生む年齢の女子人口の減少、晩婚化、子育ての負担感を挙げる。出生率の将来的展望について

は未知数としながらも、低下の一途をたどることによる影響に関して危惧している。主な影響としては、

人口の高齢化、子どもが社会性を獲得する機会の減少、経済活動の低下、高齢者扶養の負担増大を挙げ

る。 

第3節「家庭支援と新たな地域づくり」では、子どもにとっての家庭の存在を重視し、女性の就労と

出産・子育ての両立支援、子育ての経済的支援、児童手当制度の見直し、児童相談所等の相談援助機関

の質の向上、保育所における育児相談の体制の整備、こころの健康確保のための対策と子育て援助グル

ープの育成などを示した。 

 

(5) 1990（平成2）年 厚生白書：真の豊かさに向かっての社会システムの再構築 

きたるべき 21 世紀超高齢社会に向かって、国民生活の諸条件の整備を目的とし、廃棄物処理問題に

取り組んだ。国民の生活における大量消費、使い捨ての生活様式によって廃棄物の増大を招いている。

このような廃棄物処理問題に取り組み、国、地方、産業界、国民が協力し、取り組む必要がある。また

国民一人一人住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせるために必要な施策、①高齢者に対する保健福祉

施策の総合的な展開、②地域でのきめ細やかなサービスの提供、③看護婦さんをはじめとするマンパワ

ーの確保、④子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり、について検討した。 

出生率の低下とその影響について、子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりの必要性を説いて

いる。出生率低下の背景として、晩婚化の進行と女性の職場進出と結婚の魅力、意識の低下を挙げる。

出生率の今後の見通しについては、結婚や育児に対する負担感の問題や女性の職場進出に対応した環境

づくりが不十分であればなお一層出生率が低下し、低水準のまま推移する可能性もある。様々なライフ

スタイルに対応した多様な子育て支援対策の積極的展開として、女性のライフスタイルの変化に伴う子

育てに関する需要も多様化し、保育サービスや子育て上の不安や悩みに関する相談指導等について需要

がある。保育所を核としたサービスの積極的な展開、子育てについての相談支援体制の充実など、子ど

もと家庭110番事業やすこやかテレホン事業といった電話相談の実施と共に、ベビーシッターをはじめ

とする子育てを支援する新しい民間サービスに対応して、サービスの質の確保の観点から検討する。厚

生省ではベビーシッターが乳幼児に与える影響の観点から、その在り方について検討を行うとともに、

全国ベビーシッター協会を通じ事業者の行政指導、支援、育成を図っている。 

子育てについての経済的支援として、家庭にとって経済的負担が重荷となっているため、子育てをし

ている家庭に対して経済的支援が必要不可欠である。中央児童福祉審議会において、今後の制度の在り

方が検討され、支給対象を第 1 子に拡大して支給額の改善を図るとともに、3 歳未満の時期の給付する

ことを提案した。 
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(6) 1991（平成 3）年 厚生白書：広がりゆく福祉の担い手たち―活発化する民間サービスと社会参加

活動― 

高齢化社会を迎えるにあたって、国民生活の基盤としての社会保障施策の充実が望まれている。社会

保障では有料老人ホーム、在宅サービスなどの市場が拡大するなど発展が期待される。このような民間

サービスやボランティア活動などの現状を把握し、検討した。また核家族化の進行、女性就労の増大、

出生率の低下をふまえ、政府全体において、「子どもが健やかに生まれ育つための環境づくり」の総合的

な施策が推進されている。児童手当の充実についても、こうした総合的な環境づくりの一環として位置

づけられるものである。具体的には、21世紀の我が国の社会を担う児童が健やかに生まれ育つための環

境づくりの柱として、「児童手当法の一部を改正する法律」が成立し、実施されている。児童手当の支給

金額の改善として支給金額について倍額の 5000 円とし、第 2 子につき月額 5000 円、第 3 子以降１人

につき月額１万円とした。 

出生率低下と今後の見通しとして、出生率の推移が平成元年において過去最低の 1.57 を記録したが、

平成 2 年にはさらに低下し 1.54 となった。出生率低下の要因として、晩婚化と未婚率の上昇したこと

（晩婚化と未婚化の主な要因として女性の職場進出に伴う女性の経済力が向上したこと）、独身生活の魅

力が増大化したこと、結婚や育児に対する負担感が重くなってきたことがあげられる。 

また「子どもが健やかに生まれ育つための環境づくり」として国民的論議を展開した。子どもや家庭

の問題について、家庭や地域、職域等で広く国民的な論議を展開していくため「21世紀の子どもと家庭

フォーラム事業」として、平成 3 年 10 月に大阪府との共催で国際シンポジウムを実施。その集大成と

して厚生大臣主催の円卓会議を開催し、今後の児童環境づくりに関する提言を以下のように行った。多

様な子育て支援対策の積極的展開として平成3年度からは新たに残業や日曜、祝祭日及び深夜における

就労などの保育需要に対応するため夜 10 時までの長時間保育サービス及び企業委託型保育サービスを

実施することとなった。また平成4年度から育児休業法の施行に伴い、年度途中からの入所児童に対応

して、保育所への円滑な受け入れに努めること。子育ての悩み相談として「すこやかテレホン事業」や

児童相談所における相談援助機能の強化として「家庭支援電話相談事業」を推進している。 

保育対策として保育所は、保護者が労働や病気などの理由で児童の保育ができない場合に、保護者に

代わってその児童の保育を行っている。また、近年の保育需要の多様化に応えて、次のような特別保育

対策の充実を図っている。乳児保育、延長保育、夜勤保育、障害児保育に加え、一時的保育事業（週 3

日程度のパートタイム就労に対応した非定型的保育サービスや、保護者の傷病等に対応した緊急保育サ

ービス）、長時間保育サービス事業（残業等やむをえない事情により長時間の保育を必要とする児童に対

し、午後10時頃までの保育サービス）、企業委託型保育（企業からの委託を受けて、児童福祉施設の経

営を行う社会福祉法人が、日曜・祝祭日や深夜における保育施設の運営を行う）の拡充である。 
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3．バブル期における子育て支援 

以上の厚生白書を読み解くと、バブル期における社会情勢として、高齢化、長寿社会があげられる。

したがって、1986年、87年、88年と、高齢者に向けた社会保障を徹底し、老人ホーム、シルバーサー

ビスなど民間における福祉産業が推進された。人口の高齢化と長寿化は、個人の人生ではなく、増大す

る高齢者の扶養や介護の問題、年金や医療費の負担問題、雇用問題等我が国の経済社会全体に対して基

本的な課題を投げかけている。そのため、長寿化及び高齢化の急速な進展に対して適切な対応を図って

いくことが国民的課題となっていた。 

一方で、高齢者に対する福祉がクローズアップされるなか、福祉、教育、保育など国民生活関連予算

負担金が5割下げられるなど、保育に対する冷遇が非常に目立っている。その理由として、少子化によ

る保育施設の定員割れによって、保育所の規模縮小、統廃合、学級減、園児募集の中止、休園などが挙

げられる。子どもは家庭で、母親の手で育てられるべきという家庭保育中心という理論が軸として考え

られ、社会保障では、高齢化社会が主要なテーマであって、保育対策は近々の課題として認識されてい

ない風潮と言えるだろう。 

保育対策は、少子化ということではなく、女性の社会進出をふまえつつ、国民意識のなかで生活水準

の向上、自由時間の増大を背景とした QOL の意識に付随するものと捉えられ、多様化する保育ニーズ

と「保育の質」という側面によって検討されることとなった。そして、87年男女雇用機会均等法により、

女性社会進出が加速する一方で、「男性と同じ労力」と認知されることに課題が生じている。つまり労働

基準法などによって、出産後、戻る職場もなく安価なパート労働としての再雇用という産業構造など、

働く母親にとってより厳しい環境となっている。結果的に、母親の育児のしわよせは、保育園に集中し、

QOL に基づく子育てと仕事の両立とは程遠い生活となり、民間保育など企業系保育の隆盛は、保育に

対する公的責任の転嫁として象徴的現象ともいえるだろう。 

ここで、バブル景気として全盛を極める中で、1990（平成元）年、1.57 ショックが起きる。『厚生白

書』では、問題とされるのは、「なぜ、女性が子どもを産まなくなったのか」という言葉でつづられてい

るが、政策の破綻が見て取れる。それは、政府が保育に対する公的資金を削減し、公的責任を放棄した

かのような動向であったが、1.57ショック以降、子育てという私的な問題に踏み込んできたことである。

後にエンゼルプランとして国として本格的な子育て支援政策を推進するわけであるが、少子化は 1.57

の1990年以前よりも起きていたことを注意しなければならない。 

同時に 1.57 ショックをふまえた、保育対策も実を結ばず低下の一途を辿っている状況を検討すると、

「明るい長寿社会を長寿」を支える若年層の低下から、結婚、出産、育児という慣習のパラダイム転換

や、子育てに対する価値観の変化（子育てに対するマイナスイメージ）を読み取ることこそが重要であ

る。 

そして、これは昨今でも継続した課題と言える。働きながら子育てをする共働き家庭の増加だけでな

く、労働時間の多様化、非正規雇用など、時間的、経済的余裕のなさから、結婚、出産に対して抵抗を
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感じてしまう現状がある。加えて「なぜ産まなくなったのか」よりも「なぜ結婚しなくなったのか」と

いうことが指摘されている。これは出産に対するマイナスイメージではなく、結婚そのものに対するマ

イナスイメージということである。これまで子育ておいては、就労や育児の男性不参加などが本質的問

題として取り上げられてきたが、結婚は男女の合意によるものである。バブル期に少子高齢化社会は「深

刻で静かなる危機」と称されていたが、現代では「より深刻」で「眼前の危機」である。したがって、

積極的な子育て支援は、子どもをもつ家庭への支援と同時に、若者が家庭をもち、子どもを産み育てる

ことへの支援としての意義ももっているように思われる。 

保育施設自体を現代と比較すると、30年前は少子化に伴い「保育施設は充足している」としていたに

も関わらず、少子化がより進行するなかで、待機児童が叫ばれる現況は、景気云々の問題ではなく保育

政策が如何に噛み合っていないかが窺い知れる。実際に、保育所の統廃合が進むなかで、ベビーホテル、

ベビーシッターなど民間企業保育が躍進したことは、母親のニーズと子育て支援施策が合致していない

ことを物語っている。さらに、失業率、就職難、など結婚、子育てを控える若者にとって更なる逆境と

いえるだろう。30年前と比較しても、現代は価値の多様化、女性の社会進出とはべつに、結婚「できな

い」社会であることに危機を感じざるを得ない。 

 

4．おわりに 

本論文で、得られた知見を総括すると、バブル期における社会福祉は、経済発展に貢献してきた高齢

者に対する配慮、あるいは長寿社会など、高齢者が安心して暮らせる社会ということが主要な観点であ

った。そして、社会情勢や景気などが良ければ、子育てもしやすいのではないか、という仮説をもって

バブル期の子育て支援を検討したが、保育対策、女性の社会進出などをふまえると、現在よりも厳しい

現状であった。また、1.57ショック以降も進行する少子化をふまえると、数字の問題ではなく、保育に

対する質的、社会的な問題として指摘される。 

最後に、公的責任として保育を捉える動きがあまりに鈍い昨今において、バブル期の子育てはヒント

を与えてくれるように思われる。その一つとして、景気が良かろうと、悪かろうと変わらない、つまり

保育に市場主義原理は全く合わないということである。また、待機児童の多い地域にみられる保育園探

しの活動、いわゆる「保活」といった課題においても、公立保育所のニーズは極めて高い。このことか

らも、子どもは社会を支える存在として捉え、公的責任として再検討することではないか。またバブル

期と現代における共通した考察として、子どもと家庭で構成される子育てへの理念、思想、目的―方法

といった本質的な意味を探求することが必要不可欠であるように思われる。 

今後の課題として、『厚生白書』に留まらず、バブル期における保育雑誌、主婦向けの雑誌などを中

心にさらに検討することである。 
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