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池谷　江理子　

Ⅰ　はじめに

出産前後における子育て支援の日英比較

　近年，日本では少子化が深刻な社会問題となっ

ている．1990 年に 15 歳から 49 歳の女性が一生

に産む子どもの数を表す合計特殊出生率が 1.57

を示した「1.57 ショック」の後， 育児休業が導入

されたが，合計特殊出生率の低下傾向はいまだ明

確な反転を見せるに至っていない . 1970 年代初頭

には 2.0 以上であった合計特殊出生率はそれ以降

右肩下がりに低下し，  2000 年代には 1.3 前後にと

どまっている． 一方， 20 世紀後半， 少子化に悩ん

でいたヨーロッパ諸国の多くでは， 少子化に歯止

めがかかり， 合計特殊出生率は 1.0 台の後半から

2.0 に近い数値を示すに至っている． 合計特殊出

生率回復の原動力について， ヨーロッパでは， 一

般に女性の社会進出が進んでいる地域ほど出生率

も高い傾向にあること， 女性が仕事をしながら子

育てができるような環境整備が進んでいること，  

などが関係しているとされている．こうしたこ

とから， 日本における少子化対策を考えるとき， 

未婚・晩婚化等の議論以外に， 女性の就業環境や

様々な子育て支援についても検討する必要がある

と思われる．

筆者は， 2002 年以降， 就業におけるジェンダ

ー・ギャップに関しイギリスと日本の比較調査を

続けてきた 1）． イギリスは，国の規模， 市場経済

重視の経済政策， 工業化による経済立国を図った

歴史， などから日本の少子化を考える上において

も格好の比較対象国になると考えられる． そこ

　特集：ジェンダーと地理学

で本稿では， イギリスを比較対象国として子育て

環境および支援策における日本との異同を明らか

にし， 差異の背景を探りながら日本の少子化対策

を考えるよすがとしていきたい 2）．

筆者は 2003 年以降， 日英の子育て環境の差異

に関し実態調査を行い報告してきている（池谷　

2006，2007）． 本報告はこれまでに報告した実態

の背景にある制度や全国動向に焦点を当て， 日英

の異同をより立体的に把握する第一歩としたい． 

なお， 子育て環境を検討するには妊娠・出産の段

階から子どもが成長して独り立ちするまでの長期

間を見ていく必要があることが， これまでの調査

から判明した．しかし， 一度に広範囲の研究を行

うことは困難であるため， 今回は妊娠・出産直後

の時期を主な対象とする．筆者のこれまでの研究

経過から判断すると， 妊娠出産時とその直後の子

の乳児期は， 女性の就業とその後の生き方を大き

く左右する決定的に重要な時期と考えられ， 少子

化問題にも多大な影響をもつ時期であると考える

ためである．

　イギリスの子育てやその支援に関する研究

は広範に行われている．20 世紀後半以降に関

する研究に限っても，共働き家庭に関する布施 

(2001，2002) ， 出産・育児と女性就業に関する冨

田 (2001)， 幼児教育・保育に関する山本 (1997)， 

埋橋 (2007)，等豊かな蓄積がある． しかし， これ

らはイギリスにおける保育や子育ての特定の側面

を研究しており， 今筆者が行おうとしている出産

前後の子育ての仕組みや制度に関する日本との比
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Ⅱ　合計特殊出生率の動向

較に限ると， 研究例は乏しい． 以下の研究は制度

とその実態が主となる．制度の背景や実態には地

域による歴史や文化が深く関わると考えられ， 国

家間の差に着目した異文化比較は地理学の重要分

野の一つと考えられる． 

　はじめに日英における近年の出生率の動向

をみておこう． イギリス国家統計局の National 

Statistic Online による 1960 年からの連合王国にお

ける合計特殊出生率の推移を第１図に掲げた． 

これによれば， イギリスは 1970 年代以降， 近

年までほぼ 1.6 から 1.8 程度の合計特殊出生率を

維持している． 1980 年ごろ， やや高い時期があ

り， 2000 年直後にやや低い時期があるものの，こ

の 30-40 年間， ほぼ安定した合計特殊出生率を示

していることが大きな特色である． 一方，日本（第

２図）は 1970 年代以降ほぼ一方的に合計特殊出

生率を低下させた． この差異に関し， 以下の点が

注目される． 

　イギリスの新生児中 43%　(2005 年 )　は婚外

子である． 一方，日本の場合は 2%　(2005 年 )　

にすぎない．また，最近，イギリスでは合計特殊

出生率の上昇， いわゆるベビー・ブームが話題と

なっている 3）． 2007 年のイギリスの合計特殊出

生率は 1.90 を示し， 1980 年以降最大となった 4)． 

英国統計局によれば原因は２つあり， 一つは 30

代，40 代女性の出産の増加である． 2007 年には

最も出産が多かったのは 30-34 歳の女性だったと

いう． もう一つは海外生まれで現在イギリスに

住んでいる女性の高い出生率の影響である． イ

ングランドとウェールズのみのデータであるが， 

イギリス生まれの女性の合計特殊出生率は 1.79

であるのに対し，海外生まれの女性の出生率は

2.54 であった．ただし，イギリス生まれの女性は

出産人口の約 85％を占めているため，海外生ま

れの女性の影響はさほど大きなものではない，と

されている 5)．

日本においても年齢階層別の出生数は変化

してきた．おおむね，20 代の出生率は低下し，

35-39 歳，40-44 歳のそれは増加してきた 6)．ただ，

イギリスでは 30-34 歳の出生率が増加し，この年

齢が出生率の最も高い年齢グループとされている

ことに対し，日本ではこの年齢層の出生率は伸び

悩んでおり，20 代後半とほぼ同程度の出生率に

とどまっている点は英国との大きな違いであると

みなされる．

日 本 に お け る 外 国 人 登 録 は 2008 年 末 に 約

221.7 万人，総人口の 1.74% を占め 7)，海外出身

の人々の人口が増えている．2006 年に生まれた

子どものうち，母親が外国人の子ども数は約 2.6

万人，約 110 万人の全出生児に占める比率は約

2.4%8) である．ちなみに父親が外国籍で母親が日

本国籍の子どもは約９千人，比率は 0.9% である．

新生児の 3.3% は両親のうち片方もしくは両方が

外国籍である．なお，将来の出産と関係の深い結

婚についてみると，2006 年の婚姻において 73.5

万組中 4.89 万組（6.2%）は少なくとも片方が外

国籍のカップルである 9)．イングランドとウェー

ルズの出生児の母親の 15％が海外生まれという

イギリスの状況に比べれば少ないが，日本でも海

外出身の親のもとに生まれる子どもの数は増加し

　第１図 　連合王国における合計特殊出生率の推移

　縦軸：合計特殊出生率　横軸：西暦年次（年）

　出所：National Statistics Online
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ており，婚姻動向からみれば今後増加する可能性

がある．

人口の全国動向から検討すると，年齢別出生

率の高い層が 30 代，40 代へシフトする傾向は日

英とも底流として見られるものの，日本では 30

代前半の出生率の伸びが非常に弱いことが指摘さ

れた．なぜ，そうした違いが生じるのか，大変興

味深いところである．イギリスにおける出産年齢

の上昇については女性の大学進学率が高くなり始

めた世代の女性たちが出産し始めた，という解釈

が出されている．大学卒業後，社会に進出し，社

会的経済的にある程度地歩を築いた女性たちが子

どもを産むという選択をし始めた，ということで

ある．日本でもその傾向はみられる．そうした変

化に社会は対応できているのであろうか．

以下で検討する出産前後の支援の状況は出産

状況の変動を考える際に重要なポイントとなると

考えられる．

　第２図　日本における合計特殊出生率の推移　出所：厚生労働省『人口動態統計』

　    ここでは国立社会保障・人口問題研究所による．

III　出産前後における子育て支援の制度と実態

　第１表はイギリスと日本における子育て支援策

を経済面を中心にまとめたものである．

　１．出産医療とその経費負担

　イギリスでは出産に関する医療は国営医療制度

National Health Service (NHS) のサービスに含まれ

ており，人々は無料で受けることができる．「ゆ

りかごから墓場まで」とされる第二次世界大戦後

イギリスのベバリッジ報告に基づく社会保障の代

表的なものの一つが医療サービスである．しばし

ば医療危機が報じられるが，改革により，無料で

サービスが受けられる，という状況は現在でも維

持されている．ただ，施設その他不十分な面もあ

り，最近も NHS の病院のベッド以外で出産した，

という報道がなされた．

イギリスでは妊娠前の検診も無料である．また，

出産後の母子の健康診査も NHS のクリニックが

お茶の水地理50号0319.indb   65 2010/03/19   12:32:28



お茶の水地理（Annals of Ochanomizu Geographical Society ), vol.50, 2010

― 66 ―

行っており，これも無料で行われている 10）．日

本の母子手帳より一回り大きく分厚い手帳が使わ

れている．ただし，有料の医療サービスを受ける

ことも可能であり，有料サービスの施設が整って

おり，待ち時間が少ないとされている．

　一方，日本では従前は家庭での出産が主であっ

たが，現在では医療機関でのお産が中心となって

いる．しかし，日本では出産は病気ではない，と

1) 厚生労働省研究班調査による（asahi.com 2009 年５月 25 日付記事）．
2) 厚生労働省政府広報「妊婦健診や出産の経済的負担が軽減されます！」について．
3) msn. 産経ニュース 2009 年７月２日付．
4) 1 ポンドは 150 円，2009 年９月１日現在．
5) Directgov.  Statutory Maternity Pay．
6) ただし 2010 年３月 31 日までは 50% 　詳細はハローワークホームページ参照．
7) HM Revenue & Customs．
8) 2010 年度以降，拡充される見込み．
9) 同上．

イギリス 日本 備考（イギリス） 備考（日本）
出産 無料． 保険適用外．平均

42.4 万円
1
，申請

により「出産育児
給付金」42 万円給
付

2

私費医療（プラ
イベート医療）
は有料（全額負
担）．

2009 年９月迄
の給付金額は
38 万円．

出産前
検診

無料． 保険適用外，一回
数千円～，14 回分
への市町村の平均
補助金は 8.6 万円

3

地方自治体によ
り補助金の額は
異なる．

出産
休暇

法定育児手当 Statutory Maternity　
Pay は 52 週，最初の６週は週給の
90%，その後の 33 週は 123.06 ポンド
(18,459 円 )4

あるいは週給の 90% のう
ち低い方

5
．

出産給付金 Maternity Allowance を受
けることができる場合もある．

産休は産前６週
間，産後８週間，
健康保険から給与
の 2/3 支給．

法定育児手当が
支給されない場
合には，出産給
付金あるいはそ
の他の給付がな
されることがあ
る．

育児
休業

親休暇，子どもが４歳になるまでに父
母のそれぞれが各 13 週取得可能，但し，
１年に４週以内．

１年（場合により
１年半まで）
給与の 40%6．

育児休業基本給
付金と育児休業
者職場復帰給
付金からなる．
2010 年３月 31
日までは合わせ
て給与の 50％．

子ども
医療

無料． ３割負担 一部地方自治体
で補助制度あり

子ども
手当
C h i l d 
benefit

子ども手当
16 歳まで（18 歳まで）

7

第１子　週 20 ポンド (3,000 円 )，第２
子から週 13.20 ポンド (1,980 円 )．

児童手当：12 歳ま
で支給．
３歳未満：月１万
円．３歳以上：月
５千円．第３子か
ら以降：月１万

8
．

教育・訓練学校
在籍中は 18 歳
まで受給でき
る

9 ．

所得制限あり．
金額等は 2010
年度以降増額さ
れる見込み．

その他
の子育
て支援

妊娠健康交付金 Health in Pregnancy 
Grant 一人 190 ポンド (28,500 円 )．

   表注

　第１表　イギリスと日本における出産前後期子育て支援制度の概況
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　２．出産休暇と育児休業

　代理出産等が話題となっているが，ほとんどの

場合，出産は他の者に代替できない肉体・生理的

行為である．また，出産後は子の乳児期にあたり，

授乳，入念な観察・ケアの必要な時期であるから，

出産前後及びその後，子の乳児期の保育は子育て

と仕事にとり緊要な時期である．

　これに関し，日本では産前６週間，産後８週間

合計 14 週間の出産休暇が認められているが，イ

ギリスでは出産休暇 Maternity Leave は 52 週（こ

のうち産後２週間は強制），約１年に及ぶ．一方，

日本では育児休業が１年，保育所の空きがない場

合には１年半，認められる．さらに，イギリスで

の育児休暇 Parental Leave が５歳未満の子供一人

につき 13 週間（１年で最大４週間）認められて

いる．

　１）日英における出産関連休暇制度の概要

出産給付はイギリスでは６週間については給

与の 90%16)，その後の 33 週は契約（企業）育児

給付あるいは法定育児給付が支給される．後者の

場合には週に 123.06 ポンド（１ポンド 150 円 17)

とすると 18,459 円）あるいは平均週給の 90％の

いずれか低い方が支給される．日本の場合，産休

中は企業による規定がない場合，健康保険から給

与の３分の２が出産手当金として支給される．な

され医療保険サービスの対象外となっている．実

際の出産費用は地域や病院等により幅があり，厚

生労働省研究班調査では 21 万円から 81 万円，平

均 42 万 4 千円程度 11) とされている．国民の多く

がどちらかに加入している国民健康保険や健康保

険では申請により「出産育児一時金」38 万円 12)

が給付されるので，出産費用（病院支払い関係分

のみ）の自己負担額は単純な平均をとると数万円

程度と考えられる．また，出産に関し何らかの異

常があれば保険の適用が可能となる．市町村や勤

務する会社によってはさらに上乗せ補助がなされ

る場合があるがその事例は限られている．出産費

用は無償のイギリスとは雲泥の差があるが，それ

でも少子化対策の一環として出産費用に限ると金

銭的にはある程度保障が進んできた．

しかし，近年，医療機関不足による出産時医

療受診の困難という新たな問題が出現している．

出産直前の妊婦の入院が医療機関に拒否され，出

産・医療サービスが受けられないという深刻な問

題である．出産という需要への医療サービスの供

給不足である．出産への金銭的補助が準備されて

いても，出産受け入れ態勢ができていなければ支

援の制度は砂上の楼閣に過ぎない．制度・財政面

での緻密な支援が不可欠であると判断される．

　加えて，妊娠・出産は病気と認定されないため，

出産を控えた妊婦の検診は健康保険の対象外であ

り，妊婦にとり経済的な負担が大きい，という問

題がある．経済不況の中で若い人々にワーキング

プア等と称される働く貧困層が拡大してきたこ

と，等も相まって，妊婦がほとんど検診を受けず

に出産に至る事例が報告されている．命の誕生を

もたらす出産は，同時に生命の危険を伴うリスク

の高い行為でもある 13)．検診を受けない「飛び込

み出産」14) や出産前検診受診率の低さは命の危険

を増大させ，救える命を失うことにつながりかね

ない．こうしたことから，政府はこれまで妊婦検

診については，一般に必要とされる 14 回の妊娠

検診中５回分として５万円程度を地方に補助して

いたが，2008 年度には２年間の時限措置として，

地方交付税と補助金により，検診 14 回分，一人

当たり 11 万３千円程度を措置した．しかし，こ

のうち，地方交付税の使途は自治体に任されてい

ることもあり，現実の地方自治体の妊婦検診公費

負担額は平均８万６千円 15)，実際には１万２千円

から 15 万円までばらついている．助成の範囲が

限定されていること等もあり，現実の妊婦検診は

無料という事例は少なく，ネット検索によれば個

人負担は一回数千円から１万円を超える事例があ

る．
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お，育児休業中は育児休業基本給付金が給与の

30%，育児休業者職場復帰給付金が 10%18)，合計

40％（2010 年３月 31 日までは特例で 50%）が支

給される．

産後の６週間はイギリスの方が９割と給付水

準が高い．しかし，その後については，企業の規

定の水準や給与水準によるので一概には言えな

い．イギリスでは，最近給付水準を高め，休暇期

間を長くすべきという報告が出されたが，出産休

暇の長期化はむしろ女性のキャリアアップを阻害

する，という意見や，経済状況の悪化などの要因

により計画の実施はまだ判然としない面がある．

一方，日本の場合，育児休業期間の給与水準

は 40％（2010 年 3 月末までは特例で 50%）と限

界があるものの，期間が長期で保育所事情などに

よっては１年半まで可能であることを考えると，

育児休業給付の水準は上がってきているといえ

る．

　２）日本の育児休業取得者数と対出生児比率

日本の場合，現実に育児休業給付を受けた人

数は出生児数の一割強と非常に低い水準にとど

まっている．厚生労働省の資料 19) によれば 2007

年度の育児休業取得者は約 14 万 9054 人である．

2007 年度の出生者数は 109 万 1917 人 20) である

から，単純にこの期間の出生者をベースに同期の

育児休業取得者比率を出すと 13.6％となる．2007

年の育児休業取得者中男性の数は不明だが，2008

年度上期の男性育児休業取得者が 647 人 21) であ

ることから，2007 年度の男性取得者は 1,300 人前

後と推定される．試しにこの数を総出生数から差

し引き計算すると出生数に対する女性の育児休

業取得者比率は 13.5%（推定）である．2007 年

度においては出生児７人中，１人の母が育児休業

を取っているにすぎない．日本における女性の就

業率は 2007 年の場合，20-24 歳　64.7%， 25-29 歳

71.4%， 30-34 歳 61.0%， 35-39 歳 61.5%， 40-44 歳

69.8%， 45-49 歳 73.8%22) と女性人口の６～７割を

占めているにもかかわらず，育児休業取得者が

10% 台に過ぎないのはなぜであろうか．

その理由としては，①出産前に退職する女性

が少なくないこと，②育児休業が利用できない女

性労働者が多いこと，が考えられる．以下これら

について詳しく見ていくことにしよう．

①出産前の退職

厚生労働省の 2007 年度『雇用均等基本調査』

によれば，2006 年度に出産予定の女性労働者

のうち，妊娠中または出産後に退職した女性は

36.1% と３分の１以上にのぼる．なお，少し時期

を遡った資料に基く 2006 年の『国民生活白書』

によれば出産１年前に有職であった母親につい

て，出産半年後も有職である割合は 32.2% であり，

67.4% の母親が無職となっている 23)．つまり，女

性労働者の約３分の１から３分の２は，妊娠・出

産の時期に退職し，育児休業制度の埒外となって

いるのである．そもそも「育児・介護休業法」は，「育

児…を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立

が図られるよう支援することによって，その福祉

を増進するとともに，あわせて我が国の経済及び

社会の発展に資する」24）ということを目的とし

ているはずである．妊娠・出産がネックとなって

仕事を継続できない親に「休業」を保障すること

により職業と家庭，つまり，ワークライフバラン

スを実現しようということが育児休業制度の目的

だが，３人に１人以上がそうした権利を行使して

いないというのはいささか多すぎはしないだろう

か． 

個人により事情はさまざまであろう．労働政

策研究・研修機構の『育児休業制度に関する調査

研究報告書』（2003 年度）によれば，出産前に仕

事を辞めた理由として，「自分の手で子育てした

かった」が 53.6%（複数回答可），「子どもを預け

ることに抵抗感」が 21.5% などがあるものの，一

方，「就労・通勤時間の関係で子を持って働けな

い」（23.3%），「育休制度が使えない・使いづらい」
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（17.9%），「子を持って働くことへの職場の無理

解」（8.3%），「子どもの預け先がない」（6.4%）など，

制度や職場・保育環境整備に問題があることが，

仕事を継続できない大きな要因として指摘されて

いる．

なお，厚生労働省は「育児休業取得率」を毎

年発表しているが，これは出産した女性労働者に

占める育児休業者割合である．これが 2007 年度

は 89.7％ 25）というように，上に見てきた数値と

はかけ離れた高い数値となっている．この数値自

体は上昇傾向にあるが，この数値は就業継続者に

占める育児休業取得者の比率であり，妊娠・出産

を機に退職した女性労働者は含まれていない．大

きな誤解を招く恐れがある数値とその定義である

ことを指摘しておきたい．

②育児休業と不安定雇用・有期雇用

さらに一層大きな問題は，制度上，育児休業

を利用できない女性労働者が多いということであ

る．育児休業は原則として「１歳に満たない子を

養育する男女労働者」が取得できる制度とされて

いる．以前は女性労働者の多いパート・派遣は育

児休業が取得できなかったが 2005 年４月の「育

児・介護休業法」改正により，休業の取得により

雇用継続が見込める「一定の範囲の期間労働者」

は育児休業が取れるようになった 26）．具体的には，

以下，厚生労働者ホームページから引用した２つ

の条件に該当する労働者である．

（１）　同一の事業主に引き続き雇用された期間が

１年以上であること．

（２）　子が１歳に達する日を超えて引き続き雇用

されることが見込まれること．

（子が１歳に達する日から１年を経過する日ま

でに労働契約期間が満了し，更新されないこと

が明らかである者を除く）

さらに，「期間を定めて雇用されている者であ

ってもその契約が実質的に期間の定めのない契約

と異ならない状態となっている場合」27）も育児

休業の対象となるとされている．

労働力の非正規化が問題となっているが，従

来から女子労働者は非正規労働者の比率が高い．

総務省の『労働力調査』によれば，妊娠・出産の

中心となる年齢層にあたる 25-34 歳女子では全体

の約 40%，35-44 歳女子では 50% 台半ばがパート，

アルバイト，派遣社員，契約社員，嘱託などの非

正規雇用者である 28）．こうした現実から，パー

トや派遣労働者にも育児休業を，との要求があり，

上に見てきたように「育児・介護休業法」におけ

る育児休業取得者の拡大がなされたわけである．

しかし，上記の条件は現実のパートや派遣等の非

正規労働者の労働契約の実情に照らして非常に厳

しいものではないだろうか．「同一の事業主に引

き続き１年以上雇用されており，さらに出生児が

１歳に達する日を超えて雇用されることが見込ま

れる」という条件は，一般に移動性が大きな非正

規労働者のだれもが適格となるような性質のもの

ではない．現実に 2007 年の出生児に対する育児

休業取得者数が 13.5％という数値からも，育児休

業はパートや派遣労働者に適用されているとはと

ても言い難い状況である事が推測される．

これに関し，2006 年８～９月に労働政策研究・

研修機構が行った有期契労働者の育児休業に関す

る調査 29）が興味深い．この調査によれば継続雇

用されている有期契約労働者が育児休業の対象労

働者となっている事が指摘されている（労働政策

研究・研修機構　2007：37）．そして，継続雇

用される背景としては，担当業務の恒常性，職

業能力の蓄積，退職者の補充コストが大であるこ

と，正規雇用労働者と類似の業務担当，という４

点を挙げている．正規業務に類似した恒常的で熟

練の形成される業務が対象となっているわけであ

る．こうした非正規雇用の中でもいわば上位の，

正規職に近似の仕事を行っている有期労働者は継

続雇用の対象となりやすく，従って育児休業をと
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れる可能性があるということである．非正規労働

者が育児休業を取得出来ることは大きな前進であ

る．しかし，その対象となっている有期労働者は

パート・派遣等の労働者全体の限定された一部に

すぎないことは大きな問題であろう 30）．ちなみ

に労働政策研究・研修機構（2007）の報告による

調査対象企業５社の有期契約労働者162,681人（う

ち派遣 66,000 人）, 内女性 154,114 人（うち派遣

61600 人）中，育児休業所得者は法改正後，合計

211 人（全て女性）である．男女全体に対する比

率は 0.13%，対女性比率はわずか 0.14％にすぎな

い．

　３）イギリスにおける出産休暇取得の実態

イギリスにおける出産休暇及び育児休業の取

得の実態をみてみよう．Desai et al.（1999）によ

れば，出産後同じ雇用主の元に戻った女性労働

者は 1996 年段階で約３分の２とされている．フ

ルタイムの労働者の 69% が戻ったばかりでなく，

パートタイム労働者も 64% が元の雇用主のもと

に復帰していると報告している 31）．出産休暇が

女性の就業を支える方向で大きな影響を与えたこ

とが分かる．

その後の動向については，2007 年７月 16 日の

英国国会議事録において，出産休暇の取得実態

に関する質問に対する答弁 32）に引用された資料

を見ることにする．Smeaton と Marsh による『母

および親の権利と給付―親調査 2005』（Smeaton 

et al. 2006 ）は，2003 年 12 月にブリテン島で出

産した母に関し , 子ども手当 Child Benefit 記録 33）

からランダムに抽出された 12,322 例を基礎に，

電話番号を確定できた 2,504 例に対し 2005 年に

電話調査によって行われたものである 34）．調査

対象の約 74% である 1,860 人は妊娠中雇用者ある

いは自営業者であった（Smeaton et al. 2006 :26）．

この調査によると，出産休暇をとり，休暇期

間を認知していた母親は 1,748 人，上記雇用者の

94%，電話調査対象者に対する比率は 69.8％ 35）

であった．子ども手当受給者数に対する出産休暇

取得比率は当時の出生児に対する比率と等しいと

仮定すると，イギリスの出産休暇取得率は約 70%

ということになる．また，出産休暇取得者に出産

休暇の期間を尋ねたところ，約６カ月に相当する

25-26 週が最も多く約 45％，次いで８- ９カ月相

当の 30-39 週，約１年にあたる 51-52 週がいずれ

も 10% 台であった（Smeaton et al. 2006:27）．日

本の育児休業取得者が出産した母親の約 14% に

すぎないことを考えると，イギリスで日本の約５

倍にあたる比率の母親が出産休暇を取得している

ということになる．育児・出産休暇ないし休業の

取得についてはイギリスの方が圧倒的に取得が進

んでいると判断される．

　４）日英における出産休暇取得をめぐる状況

　①イギリスの場合

なぜ，イギリスでは出産休暇の取得率が高い

のか，考えてみたい．まず，第一に，イギリスでは，

雇用されている女性はすべて，サービスの期間

に関係なく，26 週間 36）の普通出産休暇 Ordinary 

Maternity Leave （OML） をとる権利が保証されて

いる．さらに，出産予定週前 15 週までに 26 週雇

用されていた女性は，26 週の普通出産休暇 OML 

の資格取得後，26 週の追加出産休暇 Additional 

Maternity Leave (AML) の権利を持つ（Smeaton et 

al. 2006:xiii）．つまり，イギリスの場合，雇用者

であれば，約半年間，26 週間の出産休暇を皆，

取得できるということである．Smeaton と Marsh

の調査にあったように，出産休暇の期間において

45% 程度が 25-26 週程度であったのは，普通出産

休暇の期間 (26 週 ) が反映されているものと解釈

することができる．イギリスの出産休暇は，日本

の産休と育児休業を合わせた長期間の休業が可能

であるということもできる．

　②日本の場合

　＜産休について＞
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一方，日本において産休は，労働基準法第 65

条により規定されている．それによれば，民間に

雇用される女性労働者は産前６週間，産後８週間

の休暇をとることができる．産後のうち６週間は

強制である．産休取得率のデータを探したが，入

手できず，ここで数値を示すことができない．　

全体数は不明だが，産休時の給与支給は労働

契約に基き行われる．『賃金事情等総合調査（労

働時間，休日・休暇）』（中央労働委員会事務局編

　2005）は 2004 年における 35 産業の 286 企業へ

の調査結果を明らかにしている．これによれば，

産前・産後休暇の平均休暇期間は 14.5 週であり，

賃金については，全額支給を行う企業が 26.9%，

有給期間がないという企業が 58.4% であり，支

給がない企業が過半を占めている．一方，減額支

給の場合の平均支給率は 67.4% であった．この

額は，労働契約により賃金の支給がない健康保険

加入者が，健康保険法より健康保険から支払われ

る標準報酬日額の３分の２，という数値に近似し

ている．

すでに述べたように産休は女性労働者に取得

権があるが，該当者が権利の存在を知らない例や，

さらには産休の取得を拒否される例がかなり存在

する．

インターネットの医療系求人広告に「産休・

育休取りやすい仕事です」あるいは「産休・育休

取得率の高い職場…」との文言が掲載されている

こと，近年の世界的景気後退の影響等も加わり，

産休や育児休業取得労働者を解雇する「産休・育

休切り」が行われているので是正を，との厚生労

働省通達や国会質問 37）などを見ると，産休を取

ることが女性労働者の当然の権利とはなってい

ないのが現状であるといわざるを得ない．政府・

厚生労働省は事態の深刻さに対し，2009 年３月

16 日に厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均

等政策課と職業家庭両立課の連名で「現下の雇用

労働情勢を踏まえた妊娠・出産，産前産後休業及

び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不

利益取り扱い事案への厳正な対応等について」と

の通達を出している 38）．そこで発表されている

妊娠・出産，産休等の取得を理由とする不利益取

り扱いに関するデータをみると，妊娠・出産等を

理由とした解雇等不利益取扱いに関する労働者か

らの相談は，2004 年度 875 件，2005 年度 903 件，

2006 年 度 1,166 件，2007 年 度 1,711 件，2008 年

度 1,806 件（2009 年２月末日まで）となっている．

この数年来，三桁から四桁に及ぶ相談があり，し

かも年々急増していることが示されている 39）．

　具体例について上記通達は示していないが，匿

名の質問に匿名の回答者が答えるインターネット

サイト「教えて！ goo」の社会，法律分野の 2009

年 9 月 18 日の質問に「産休取得および出産手当

金について」というものがある．ここで，医院

で働く女性の家族が産休について院長に「産休

はないのですか？」と聞くと「ありません」と

答えた 40），という例が掲載されている．

また，労働基準法の主管官庁である厚生労働

省の「均等法Ｑ＆Ａ」という web ページには，

参考として「妊娠を職場に報告したところ，執

拗な退職の強要を受け…」あるいは「妊娠の報

告をしたら，次回の契約は更新しないと言われ

ました」41）など，妊娠による出産休暇が取れな

いばかりか仕事の継続すらままならない状況が広

く存在していることを示唆する例がいくつも挙げ

られている．こうしたことは均等法等への違反で

ある，という助言・勧告を目的としているページ

であるが，こうした問題状況が広く存在している

ことを端なくも示している事例といえる．

　＜育児休業について＞

先にみたように，日本では産休は合計 14 週と

短い．半年程度休業する母親が多いイギリスの出

産休暇と同水準の休暇を考える場合には，産休に

加え育児休業の取得を合わせてみる必要がある．

これについては，職場復帰者の育児休業取得率は

89.7% ( 2007 年 ) と高いものの，出生児に対する

育児休業取得者率はすでに見てきたように 13.5%
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と低い．育児休業に関しては妊娠前の就業期間に

関する取得条件が厳しく，正職員・正社員以外の

非正規雇用者の多くが取得できないこと，法改正

によって条件が緩和されたとはいえ，正規雇用に

近い形の雇用形態であることが必要とされること

など，育児休業の取得可能者がもともと出産する

女性労働者のうちの一部の相対的に安定した雇用

状態にある女性に限られた制度であることが関係

している．

また，たとえ正職員であっても，育児休業取

得後仕事に復帰できるとは限らない状況も広範に

存在する．育休取得後，復帰しようとしたが，保

育所がどうしても見つからずやむなく退職に追い

込まれた事例もよく報告されている．また，育児

休業を利用できる状況で，希望したが，取得し

なかった，という事例も多い．少し時期を遡るが

2002 年のニッセイ基礎研究所の調査 42) によれば，

育児休業を利用できる女性のうち「取得した」の

は６割強，「希望したが，取得しなかった」のは

３割弱，「希望も取得もしなかった」が約１割，

となっている．また，「育児休業を利用できたの

に利用しなかった者」に「育児休業を取得しなか

った理由」を聞いたところ，女性の場合には，「職

場への迷惑がかかるため」が５割強，「業務が繁

忙であったため」が３割強，「家計が苦しくなる」

が約３割，「職場や仕事の変化に対応できなくな

ると思った」が２割強，「職場が育児休業を取得

しにくい雰囲気であった」が約２割，「自分以外

に育児をする人がいた」が１割強，「仕事にやり

がいを感じていた」が１割弱，「配偶者や家族か

らの反対があった」が１割弱であった．職場への

迷惑，という点では，一般に本人が育時休業を取

った後に代替要員が雇用されず，同僚等の負担が

増す，ことが心配する例が多い．

上記調査において「職場の雰囲気」などの問

題が指摘されているが，昨今，企業が育休取得に

対し法令を遵守しない対応をとり，問題となって

いる例が多く出てきている．先に引用した厚生労

働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課及び職

業家庭両立課による「現下の雇用労働情勢を踏ま

えた妊娠・出産，産前産後休業及び育児休業等の

取得等を理由とする解雇その他不利益取り扱い事

案への厳正な対応等について」との通達の中の育

休等の取得を理由とする不利益取り扱いに関する

データをみると，育児休業に関する不利益取扱い

に関する労働者からの相談件数は，2004 年度 521

件，2005 年 度 612 件，2006 年 度 722 件，2007

年 度 822 件，2008 年 度 (2009 年 ２ 月 末 日 ま で ) 

1.107 件と推移している．500 件以上あった相談

が４年で倍増している．この内容の詳しい状況は

資料中には説明されていない．経済不況の中で育

児休業取得者は急増傾向にあるがその増加率を凌

ぐ不利益取り扱いの相談件数が増加していること

は大変由々しい事態である．

　５）イギリスにおける出産給付

出産した女性が実際には休業するのか，ある

いは退職等の選択へ至るのかは休業中の手当やそ

の間の所得保障等とも関係しよう．そこで，イ

ギリスの事例について，出産給付の内容を今少

し詳しく見ていくことにしよう．先に見てきた

Smeaton と Marsh の調査によれば，妊娠中雇用さ

れていた 1,860 人の母親と 2002 年９月から 2003

年 12 月の間に６カ月以上働いた母親 54 人との合

計 1,914 人に出産給付の内容を尋ねた際，得られ

た回答をみると，72% の母親が法定出産給付金

Statutory Maternity Pay (SMP) を受け，20% が雇用

主から雇用契約に基づいて支払われる職業出産

給付金 Occupational Maternity Pay ( OMP ) を受領，

5% が出産手当 Maternity Allowance（ MA ）を受

け，10% は何ら受けなかったと答え，どのタイ

プの出産給付なのか不明という回答は６% であ

った．なお，1914 人の 14% にあたる 270 人の母

親が法定出産給付と職業出産給付の両方を受けて

いた（Smeaton et al. 2006:40）．以上をまとめると，

2002 年９月以降翌年 12 月の出産に至るまで少な
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くとも６カ月以上働いていた母親は，90% が出

産休暇中，何らかの出産給付を受けている．就業

形態別にみると，出産休暇中出産給付を受けた

のは，雇用労働者の 92%，自営業の 72％ 43) であ

り（Smeaton et al. 2006:39），自営業はやや少ない．

時間賃金が６ポンド ( 900 円 ) 未満の所得の母親

たちとマニュアル職 44) の母親たちの出産給付比

率は平均より少ない比率であった．

　イギリスにおいて法定出産給付を支給される

には，出産予定週の，第 15 週（「 資格認定週 the 

qualifying week」）までに少なくとも 26 週，同じ

雇用主に継続的に雇用されており，かつ，資格認

定週において最低１日雇用されており，加えて，

週給が平均 89 ポンド（13,350 円）以上（2002-2003

年 に は 85 ポ ン ド，2005 年 以 降 89 ポ ン ド へ 引

き上げられた）（Smeaton et al. 2006:xiii）である

（「給与規則 the earning rule」)45) 必要がある．この

週給 89 ポンドというのは国民保障制度 National 

Insurance 支払者として取り扱われる下限 Lower 

Earning Limit (LFL) とされている 46) ．なお，当

時，法定出産給付の支給額は，最初の６週が給与

の 90%，７週目から 26 週までは週 106 ポンドで

あった（2003 年以降は 100 ポンド，2005 年から

に 106 ポンドへと引き上げられた）．なお，法定

出産給付 SMP を受ける資格がなくとも仕事年金

省から 26 週の出産手当 Maternity Allowance  (MA) 

を受けられる場合がある．その条件は，子どもの

出産予定週までの66週間の間に少なくとも26週，

雇用されるか，自営業者であったこと，加えて，

この期間中，少なくとも 13 週以上の期間，少な

くとも平均 30 ポンド（4500 円）以上稼いでいた

こと，が必要とされる（Smeaton et al. 2006:xiii）．

　なお，前述したように，イギリスの法定出産給

付金の給付期間はその後 39 週へ延長され，約 10

カ月に及ぶ．給付金額も週 123.06 ポンドへと引

き上げられた．   

　ちなみに，出産週前 約 40-41 週から 26 週間雇

用されていること，という条件は，日本の規定に

比べ緩やかである．さらに，この法定出産給付を

雇用者が支払わない時には出産支給金 Maternity 

Allowance (MA) が支払われることがある，とい

う点も状況の厳しい国民をサポートする，という

徹底したセーフティ・ネットの存在を示すもので，

日本と差異が大きい．

IV　考察

日本では，出産前後の産前・産後休暇を一定

数の女性労働者は取得できているとみられるが，

数値上の実態は公表されていない．しかし，「産

休の取れる職場です」とうたう求人広告の表現等

や，「産休切り」等に関する厚生労働省通達資料

において，2000 人近い労働者が妊娠出産を理由

とする解雇等不利益取り扱いの相談を行っている

ことをみると，産休を取得できない，あるいは，

産休を取得しようとすることで職を失う女性労働

者が相当数存在していると判断せざるを得ない．

妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いは「雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律」で禁止されているが，この法

律には強制力がなく，現実的に禁止する手立てに

乏しいのが実情である．一方，イギリスの場合，

上に引用した調査データをみると，子ども数，つ

まり，出産した母親数とほぼ等しいとみなされる

子ども手当受給者中，出産休暇取得者率は高水準

と判断される．しかし，イギリスの新聞記事には

妊娠により職場を解雇される金融業従事女性労働

者の記事がしばしば掲載されることをみると，現

実には必ず出産休暇がとれるというところまでは

進んでいないという点もあることには留意した

い．

こうした事実の背景としては以下のような事

柄が考えられる．まず，イギリスの高い出産休暇

取得率の背景には，①保育所が少なく，また一般

に高額の費用がかかること，②ヨーロッパ資本主

　１．働いている女性の「出産休暇」「育児休業」

　　　取得
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義国の福祉国家として，社会的弱者への救いの手

を差し伸べるのは，国家政策の最も重要な前提で

あること（妊婦は代表的な社会的弱者である），

③非婚率，離婚率が高く，ひとり親家庭，シン

グルマザーの世帯が大きな比率を占めるに至っ

ていること，④イギリスでは男性＝稼ぎ手 Bread-

winner，女性＝世話役 Care-giver といった伝統的家

族間性別役割分業観は弱体化し，女性の労働市場

参加が進展している．その中で，女性は家庭を持

ち，子どもを育てていても仕事を持ち社会の一員

であることが当たり前，という社会状況になりつ

つあること，⑤イギリスは EU の一員であり，ジ

ェンダー平等，人権尊重，子育て支援等で一定の

水準以上を保つことが必要となっていること，⑥

保育の社会化が進展していること，等が考えられる．

これら背景の主要点を補足しておく．①につ

いて，公立の保育園は少なく，特別の支援の必要

な子どもや社会経済的に支援の必要とされる一部

の保護者でなければこれをほとんど利用できな

い．そこで一般的には，日本でいえば保育ママに

近いチャイルドマインダーと称する個人が自宅で

保育を行う制度が普及している．この場合の費用

はロンドン市内では１時間６ポンド程度（約 900

円）はかかり，１日８時間週５日なら 240 ポンド

（3.6 万円），１ヶ月 960 ポンド（14.4 万円）かか

る．近年急増している私立保育園は費用等の差が

大きく，１学期 1000 ポンド (15 万円 ) から，週

120 ～ 200 ポンド（1.8 ～３万円）かかるものま

であり，１ヶ月単位でみると 480 ～ 800 ポンド（7.2

～ 12 万円）から 1400 ～ 1500 ポンド（21 ～ 22.5

万円，ロンドン郊外）47) まで幅がある．また，ナ

ニーという保育専業の使用人（子守）を雇う例も

ある．この場合には１ヶ月の給与として 30 万円

程度かかる．家庭内への住み込みもあり，専用の

車やスポーツジム通いの費用まで出す例も多く 48)，

高所得者でなければなかなか利用することはでき

ない．

　②については，日本の場合，社会保障は医療と

年金が中心であるが，イギリスではこれらに加え，

高齢者以外においても社会・経済的弱者への所得・

住宅等の支援がなされている．近代の貧困者の中

で特に命の危険が高い層として妊婦が指摘されて

おり，現代イギリスの出産手当にもそうした弱者

支援という側面があるとみなされる．

　③について，上記の②とも関連するが，生まれ

る子の３分の１程度は婚外子であり，シングルマ

ザーも多い．女性が一人身で，妊娠・出産により

働くことができない場合，そのことは即座に生活

の糧を得ることができなくなることを意味する．

行論の中で明らかにできなかった点もあるが，

筆者のこれまでの研究の中で触れているので参照

されたい 49)．

一方，日本において出生数に対し育児休業取

得者の比率が低い背景に関しては，①第一に ,  制

度上，育児休業を取得できる女性労働者自体が限

られていることを指摘せざるを得ない． すでに

見てきたとおり，育児休業は正規の労働者と，非

正規であっても正規労働者に近い形で安定した雇

用状況にある労働者が対象であり，女性労働者の

半数近くを占めている非正規のパート，派遣，ア

ルバイト等の労働者の多くは育児休業を取得でき

ないのである．②育児休業を取得できる立場で

あっても，以下の要因により，育児休業取得を行

わない，行えない事例がかなり存在する．a）ゼ

ロ歳児保育を中心とする低年齢保育の受け入れ態

勢が不十分なこと．厚生労働省の『保育所の状況

（2009 年４月１日）等について』によれば，児童

数に対する保育所利用児童数は０歳児 8.4%，１

歳及び２歳児 28.5%，３歳児以上 40.9% であり，

３歳児未満，特に０歳児の保育所利用率が小さい

ことが分かる．その主な理由は定数が少ないた

めである．現に，2009 年４月１日現在，全国で

25,384 人の待機児童が出現しており，その８割以

上は 2 歳未満である．b）職場における女性や妊

婦の人権，労働権が十分尊重されない状況が広範

に存在していること，c）サービス残業を含む長
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時間労働が横行している過酷な労働環境が広く存

在し，産休や育休取得が容易ではないこと，d）

三歳児神話が広く信じられ，性別役割分業観が根

強いこと，などが指摘できる．

　２．医療，出産・育児休暇にみる日英の乳児子

　　　育て支援制度の差異

　日本とイギリスとでは，経済的に困難な人々，

厳しい状況にある人々への支援の多寡，有無とい

う点において差異が大きい．イギリスの場合には

無償の医療によりお金の心配がなく妊婦検診・出

産医療・子ども等の医療を受けることができ，パ

ートや自営業を含む大部分の母親が出産手当や出

産支給金を受けることができる．たとえ経済的に

非常に厳しい状況でも出産し，生活できる最低限

の環境が維持されている，というのがイギリスの

状況である．

　しかし，日本の場合，出産は保険外であるた

め，公的支援を超える費用負担は特に経済的弱者

には深刻である．３割という医療費自己負担にも

経済格差が影を落とす．さらに，育児休業は正規

職を中心とした比較的安定した雇用環境にある労

働者のみが対象となる制度であり，より労働条件

の劣る非正規労働者はほとんど対象外である．出

産する女性の夫のほとんどが正規の安定した職に

就いている状況であればともかく，現実には，夫

婦ともに非正規あるいはワーキングプアという場

合や，女性がシングルの場合も少なくない．出産

により，母親となる女性は失業状態に陥り収入は

途絶えるばかりでなく，新たに乳飲み子と母親と

いう二人分の支出が必要となる経済危機が発生す

るが，こうした事態への対処として現行の育児休

業は非力である．正規職への希望者が必ずしも正

規職に就くことができない現状を考えると非正規

職にある人々が当初から出産後は仕事を辞めるつ

もりで仕事をしているとは考えられない．少子化

対策として「育児休業」が導入されたとされるが，

出産年齢層女性労働者全体の半数近くを占め，よ

り条件の劣る非正規の労働者の大部分が利用でき

ないのは大きな問題であろう．育休をとらず保育

園通園という可能性に関しては，地域によって異

なるが３歳児未満の保育所定員から一般には困難

である．

　３．日本における今後の課題

　イギリスにおいて出産休暇は，人間が労働力と

して，肉体的に不利とならざるを得ない妊娠・出

産期を，医療や出産休暇・出産給付により，十二

分ではないにしても生き抜く最低保障を担保する

制度という面がある．母体が生存でき，子が生ま

れれば，子ども手当や優先的に公営住宅への入居

が可能になることなどにより，生存保障はさらに

高まる．また，低額とは言え，法定出産給付を受

けることは将来の年金をもらう権利をキープする

ことにもなる．いわば安全網として出産休暇があ

り，それが子どもの出生と母親の生存，老後の一

定の保障へとつながるわけである．出産休暇がど

れほど出生を支えているのかウェイトを出すこと

はできないが，少なくとも出生を下支える仕組み

の一つである，ということは言えよう．

　一方，日本の育児休業は現代日本において比較

的良質な労働環境で正職員などとして安定した職

を得ている女性たちが妊娠・出産を経て働き続け

ることができる制度であり，影響は大きいが，法

により育児休業を行っている女性の数は全出生の

約 14% と少ない．この制度設計から外れる女性

の方が大部分である．この制度を利用できない

人々の中に，非正規雇用のパート，派遣等の労働

者が多く，社会経済的弱者が多く含まれている．

このように多くの社会的弱者を含む人々が支援の

対象に含まれていないことは大きな問題である．

　育児休業をとることができない女性が出産後，

働くには保育園の利用，あるいは家族・親族等の

保育支援を受ける方法がある．三世代家族の減少

と核家族化の中で家族・親族による保育支援を受

けることができる家庭は大きく減少しており，保
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注
１）　下記科学研究費補助金の交付を受け，研究を行

ってきた．独立行政法人日本学術振興会科学研究
費補助金基盤研究 (C) ，研究課題「就業におけるジ
ェンダー・ギャップの実態と背景，解決方法に関
する日英比較研究」研究代表者  池谷江理子，2004-

2006 年度  研究報告としては，池谷（2005，2006，
2007，2008，2009）など．

２）　本研究には科学研究費補助金の交付を受けてい
る．独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助
金基盤研究 (C) ，研究課題「子育て支援の実態と背
景，課題に関する日英比較研究」研究代表者　池
谷江理子，2009-2011 年度．
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じた．他有力紙もこぞってベビー・ブームを論じ
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れるとの調査結果を報告している．
14）　 例えば，『 msn. 産経ニュース 』2007 年 12 月 6

日付．今泉（2007）参照．
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23） 　内閣府（2005）による．原資料は厚生労働省の
『 第１回 21 世紀出生児縦断調査 』2001 年．

24）　厚生労働省ホームページ内『 育児・介護休業法
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課および職業家庭課通達．

39）　上記注掲載の通達付属資料１より．
40）　教えて !  goo のサイト  2009 年 9 月 18 日付．
41）　厚生労働省雇用均等局　均等法 Q&A．
42）　ニッセイ基礎研究所（2002）．『 労働経済の分析

―ワークライフバランスと雇用システム 』（厚生労
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43）　ただし，自営業者は調査全体の４%．
44）　非専門職．
45）　イギリス政府の Directgov と題する　公共サー

ビスの１ストップサービスホームページ内法定出
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