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⼀般社団法⼈⽇本ファミリーナビゲーター協会

なぜ今、家族育児支援なのか
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時代の変化と⼦育ての多様化

少⼦⾼齢化と景気の低迷により、家族の形態は
「核家族化」「低所得」「共働き」の傾向が強い。
今や男性が家事、育児を主体的に携わるのは当たり前。
「育児参加」「家事を⼿伝う」「家族サービス」
という⾔葉も最近ではＮＧ。

家事・育児・仕事は２⼈で対等な⽴場で分担する時代

⼀般社団法⼈⽇本ファミリーナビゲーター協会
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変化する⼦育て事情
⼦育て⽀援は家族全体の⽀援へ

• 1990年代から⽇本型経営が崩れ始め、男性が正規雇⽤を得て妻
を養うという男性⼤⿊柱モデルが崩壊

• 2000年代に⼊ってからは、共稼ぎ世帯数が⽚稼ぎ世帯数を追い越す
• リーマン・ショック以後は、働かざるを得ない⼥性も激増。
保育所の待機児童数が急増し、少⼦化が嘆かれ出⽣数が年々減っ
ているのに待機児童が増加しているおかしな状況

• ⽇本では就活（就職活動）という⾔葉に倣い、婚活（結婚を求め
るための活動）、離活（離婚のための準備）という⾔葉が⽣まれ
たが、いまや「保活」（⾃分の⼦供を預ける保育園を探すために、
妊婦や出産後の⼥性が奔⾛すること）という⾔葉までが⽣まれた。

• ⼦どもを保育所に⼊所させるのも難しく、また家庭と職業の両⽴
も難しいという厳しい現実

⼀般社団法⼈⽇本ファミリーナビゲーター協会
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⼥性活躍推進法（2015年成⽴）
(⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律)

【課題】
・働きたくても働けない⼥性が約300万⼈いる
・第⼀⼦出産を機に6割の⼥性が離職する
・育児後に再就職する際はパート・アルバイトになる場合が
多く⼥性雇⽤者における⾮正規雇⽤者は6割近い

・⼥性の管理職は1割程度と、国際的に⾒ても低い⽔準

【企業に求められる取り組み、４つのステップ】
・⾃社の⼥性活躍に関する状況の把握と、課題の分析をする
・⾏動計画の策定、社内周知し、外部に公表する
・⾏動計画を策定した旨、労働局へ届け出る
・⾏動計画に従って取組を実施し、定期的に効果測定する

⼀般社団法⼈⽇本ファミリーナビゲーター協会
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⼦ども・⼦育て⽀援新制度の概要（2016年施⾏）

資料：内閣府HP

⼀般社団法⼈⽇本ファミリーナビゲーター協会
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⼦育て世代包括⽀援センター（ワンストップ窓
⼝）法定化（2016年施⾏）

⼀般社団法⼈⽇本ファミリーナビゲーター協会
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資料：2015年までは総務省統計局「国勢調査」、2019年は総務省統計局「⼈⼝推計」による10⽉1⽇確定値、
2020年以降は国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」における出⽣中位・死亡中

位推計。
出典：令和2年度版 厚⽣労働⽩書

20〜64歳
7,590万⼈
（61.6％）

20〜64歳
5,543万⼈
（50.0％）

20〜64歳
6,925万⼈
（54.9％）

⼈⼝の⻑期推移
男性育休取得促進の背景
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（夫婦調査）」

出典：令和2年度版「厚生労働省白書」より

夫婦の理想子ども数・予定子ども数、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「出生動向基本調査（夫婦調査）」

出典：令和2年度版「厚生労働省白書」より

夫婦の出生子ども数分布の推移（結婚持続期間15～19年）
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夫の休⽇の家事・育児時間別にみた第2⼦以降の出⽣の状況

資料：厚⽣労働省「第14回21世紀成年者縦断調査（平成14年成年者）」（2015年）を基に作成。
注：１．集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。ただし、妻の「出⽣前データ」が得られていない夫婦は除
く。

①第１回調査から第14回調査まで双⽅から回答を得られている夫婦
②第１回調査時に独⾝で第13回調査までの間に結婚し、結婚後第14回調査まで双⽅から回答を得られている夫婦
③出⽣前調査時に⼦ども１⼈以上ありの夫婦

２．家事・育児時間は、「出⽣あり」は出⽣前調査時の、「出⽣なし」は第13回調査時の状況である。
３．13年間で２⼈以上出⽣ありの場合は、末⼦について計上している。
４．「総数」には、家事・育児時間不詳を含む。

出典：令和３年度少⼦化社会対策⽩書
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子育てで、変わったこと・変わっていないこと

●変わったこと

●変わっていないこと
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20年間の⼦育て⽀援制度の変化
⼦育て⽀援制度 １９９４年 ２０１４年

妊婦健診受診補助券 無 健診１４回
各種検査

⾚ちゃん訪問 無 産後２か⽉頃訪問
⼦育て⽀援センター 無 １か所
⼦育てひろば 無 6か所
ファミリー・サポート・センター 無 １か所
⼀時預かり保育 無 ４か所
児童⼿当 5,000円/1⼈ 15,000円/1⼈
⼦育て⽀援医療費助成 ⼊院

通院
2歳未満
無

中学校卒業まで
3歳〜中学校卒業まで

保育料（３⼈⽬以降） 有料 無償（所得制限あり）
（参考：京都府⻲岡市）

⼀般社団法⼈⽇本ファミリーナビゲーター協会
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グループディスカッション

●あなたが思う理想の⼦育て⽀援者とは？
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考えてみましょう

●できていること

●新たに⾝につけたいこと
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影響力とは何か

©HIROSHI TAKEUCHI

⾃⼰重要感
■⼈は、⾃分⾃⾝のことを

「価値のある存在」だと思っていたい
■⼈は他⼈からも⾃分のことを

「価値のある存在」と認めてほしいと思っている

⇒ ⼈間の深層⼼理には、
⾃分を認めてもらい、⾃分の存在価値を確かめたい
という欲求を⽣まれながらにして持っている
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■⼈間の持つ感情のうちで最も強いものは、
他⼈に認められることを渇望する気持ち

ー ウイリアム・ジェームス ー

心理学者によると・・・

©HIROSHI TAKEUCHI
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■ ⾃⼰承認のための努⼒
■ 認められようとするための努⼒（存在意義の確認）
■ ファッション／ブランド物／最新のもの
■ ⼤きな家／寄付

■ やたらと多い⾃分の⾃慢話をする
■ 横柄な態度をとる
■ 他⼈の同情を引くための病気
■ ⾟いことや疲れていることをアピール
■ 他⼈をけなす・批判好き
■ 噂をするのが好き

自己重要感を満たすために人がとる行動

©HIROSHI TAKEUCHI
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⼈は⾃⼰重要感を満たしたいという、⼈間の根源的な欲求を
持って⽣きている。
そして、その欲求のコップは満たされていなことがほとんど。
そのため多くの⼈々は、他⼈の⾃⼰重要感を満たせるだけの
余裕がない。

つまり⽀援者のあなたが、⾃⼰重要感を満たせる存在になる
⇒⼈の根源的な欲求を満たすことを意味する

あなたも、⼈に影響を与える存在に！
これを実践しているかどうかで、
あなたの⼈間関係が⼤きく変わる︕

関わる人の自己重要感を満たす

©HIROSHI TAKEUCHI
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自己重要感を満たす関わりとは

●⽬を⾒て挨拶をする
●名前＋挨拶
●相⼿の興味があることを覚えておく
●前回に話した内容を覚えておく

他には・・・

©HIROSHI TAKEUCHI
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■男・⼥の違い

とある家庭での話

仕事から帰宅したパパにママは・・・

「今⽇は朝からずっと「『抱っこ、抱っこ〜』って

泣いてて、私、朝から家事も何も全くできなかった。

もうこんな⽇々が続くの、もう無理！！」

こんな時、どう言いますか？
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問題解決型の⼈ 共感型の⼈

ストレス解消
1⼈で考える
（弱み⾒せない）

⼈としゃべる
（悩み共有）

行動の特徴
⼀点集中型
⽬的重視

同時進⾏型
気分重視

思考パターン 序 列 共 有

■男・⼥の違い
パターンの違いを知ろう！
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共感型の人の会話イメージ 目的なく話す

むしろ目的があると
話し辛い

自由に話したい

脱線もあり

問題解決型の人の会話イメージ 会話には目的が必要

結論ありき

整理して話す

脱線はしたくない

夫婦コミュニケーションの型
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【共感型の⼈】

⾔わなくてもわかって！⾔わないと動かない！

【問題解決型の⼈】

⾔わないとわからない！⾔ってくれたら動くんだけど！

夫婦のすれ違い
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①「ねえ、ちょっといい？」（聴く態勢をつくる）
②件名を話す（聴くモードを設定する）

例）「保育園のことで相談があるんだけど」
「家のローンのことで話があるんだけど」

③結論
④理由
⑤エピソードや具体事例

問題解決型の人に効く会話の流れ
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■ リフレクティブ・リスニング（反映的傾聴法）

相⼿がどんな気持ちや考えの上で話をしているのか、
その気持ちをくみ取りながら聴き、共感を⾔葉で表す

＜例＞

「ママ友のLINEグループがあって、今日ミカちゃんって子が旦那のことで

悩んでるみたいで朝からずっと悩み相談メールがきて、今日は一日中振り

回された～。人の都合も考えないでどんどんメールくるし、誰かがすぐに

返信しないと怒っちゃうし・・・」

⇒「そっかー、それは辛かったね～」

夫婦コミュニケーションを学ぶ
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「共感」を⽰しながら話を聴くことが
家族関係をよくする

共感とは相⼿がどんな考え、気持ち

なのかを⼀旦受けとめて話を聴くこと

夫婦コミュニケーションを学ぶ
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「違い」は「間違い」
じゃない！

家庭に持って帰ってほしい言葉
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■夫婦が分かり合うための本質

・夫婦が分かり合うための本質は
→ 相⼿の軸に⽴つこと

・相⼿に合わせるのとは、ちょっと違う
→ お互いの価値基準を理解する

■価値基準（価値観）とは
⼈が意識的・無意識的に持っているもので、
⾏動や判断基準、動機づけ、やる気
などに深く根ざし、影響を与えるもの。

夫婦が分かり合えるポイント
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ふせんに書いてください。

３分間

家庭で⼤切（⼤事）なことは何ですか？

まだ⾒せ合わないでください。

「価値基準」エクササイズ
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３分間

家庭で⼤切（⼤事）なことは何ですか？
優先順位は？

1
2

4
5

3

1
2

4
5

3

「価値基準」エクササイズ
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互いの価値基準
を⾒せ合い

「価値基準」エクササイズ

32



“思い込み“に気づく
“無意識の⾃分”に気づく

深い部分での夫婦理解へ
互いに興味が持てる

「違い」は「間違い」じゃない

思い込みが夫婦のギクシャクを生む
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l 夫婦のアンコンシャスバイアスに「度合い」はない
l 誰にでもあり、悪いものではない

p⼦育ては⼥性が中⼼で⾏うものと思っている
pママである⾃分が育児を率先しないといけないと思っている
p妻である私が家事を率先しないといけないと思っている
p「男のくせに」や「⼥のくせに」と、思うことがある
p⼦育てにはお⾦がかかり、
パパがしっかり稼がないといけないと思っている

p⾚ちゃんは元気なものだと思っている
p⾚ちゃんはママが観る⽅がいいと思っている
p記念⽇はちゃんとお祝いしないといけないと思っている
p⾃宅は休める場所だと思っている

こんなこと思っていませんか？
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アンコンシャスバイアスとは、
無意識の「偏ったモノの⾒⽅」

（無意識の偏⾒、無意識の思いこみ）

35

「決めつけ」「押しつけ」

l ⾃分の解釈の決めつけ、押しつけが相⼿の⼼のあと味を悪くする

問題が生まれやすい言動は
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価値観の決めつけ⾔葉 能⼒の決めつけ⾔葉

・“普通”そうだ
・“たいてい”こうだ など

・どうせダメ、きっとムリ
・そんなことできるわけない など

解釈の押しつけ⾔葉
（違う解釈をうけいれない）

理想の押しつけ⾔葉
（⾃分の理想を相⼿に求める）

・そんなはずはない
・こうに決まってる など

・こうある“べき”だ
・こうでないとダメだ など

決めつけ言葉・押し付け言葉
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「優越欲求」が影響しやすい

・余裕がないとき
・⾃分の都合を優先したいとき
・半径数メートルにいる⾝近な⼈

決めつけ言葉・押し付け言葉が出やすい時
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決めつけや押しつけは、「家族間」に出やすい？

思い当たることを書いてみましょう
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ステレオタイプ
Stereotype

⼈の属性や⼀部の特性をもとに先⼊観や固定観念で決めつけてしまう
例：「あの⼈は●●だから□□だ」

ハロー効果
Halo effect

特定の利点や⽋点に⽬が⾏き、全体の印象がそれに引きずられてしまう
例：「あの⼈は業績がイイから何をやってもできる（その逆も、しかり）

正常性バイアス
Normalcy bias

問題が起きても「私は悪くない」と⾃分に都合のいいように思い込んでしまう
例：「私は⼤丈夫」「私は問題ない」

確証バイアス
Confirmation bias

⾃分の考えに⼀致する情報ばかりを探してしまう
例：「ほら、こうなった」「やっぱり！」「やっぱり私の⾒込み通りだった」

権威バイアス
Authority bias

権威のある⼈の⾔うことは、間違いないと思い込む
例：「あの⼈が⾔うなら間違いない」「専⾨家も⾔っているから…」

集団同調性バイアス
Majority synching bias

周りと同じように⾏動してしまう
例：「私の意⾒も同じです」「みんなが●●と⾔っているから」

インポスター症候群
Imposter syndrome

能⼒があるにもかかわらず、⾃分を過⼩評価してしまう
例：「いまの私にはまだムリ」「まだ⾃信がない」

出典：「アンコンシャス・バイアス」マネジメント（守屋智敬著）巻末付録

様々なアンコンシャスバイアス
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l アンコンシャスバイアスは、脳がストレスを回避しようとすることから⽣まれる

⾃⼰防衛⼼

アンコンシャスバイアス の正体
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相⼿のサインで、「あれ？いつもと違うな」と思えることは？

（例）うつむく、⼝数が少なくなる、少し強めにドアをしめる
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「あ！これって私のアンコンシャスバイアスかも？」と思えることは？

家庭内で

⽇常（職場など）で
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「これって、わたしのアンコンシャスバイアス？」
を合⾔葉にする

l 「これって、アンコン？」と略してもＯＫ！
l 「それって、あなたのアンコンシャスバイアスでは？」と相⼿には使わない

合⾔葉による習慣化
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「私は⼤丈夫」「私は問題ない」
と思いこまないこと

l 「ない」と決めつけず「あるかもしれない」と思うことが⼤切

「裸の王様」にならない
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夫婦アンコンシャスバイアスへの対処法（まとめ）

①⾃分のアンコンシャスバイアスに気づこうと意識する

②決めつけない、押しつけない

③⾮⾔語メッセージ（サイン）に注⽬する
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始めること

やめること

今⽇の気づきをまとめてみましょう。
あなたは今から、どんなことを実践しますか？

今日からの実践
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