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はじめに。女性専用口コミサイトウィメンズパーク

少子化対策に関するママの声
女性達が、ネットの会議室の中で

少子化対策について熱く語り合っています!!

http://women.benesse.ne.jp/forum/member/zbsss
040?cid=0104040M&stno=845452&nendo=2014
&keyexpr=%8F%AD%8E%71%89%BB+&owner_id

=845452&odn=2 

まずは、リアルな声を抜粋してご紹介します
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「女性目線で、本気で少子化対策を語るスレ」

少子化問題に興味があり、少子化を止めるにはどうすればいいか？
足りない頭で考えてみました。
・女性の労働環境の改善
・女性と男性の賃金格差の改善
・専業主夫の推進
・男性の正社員雇用の拡大＆賃金の向上
・核家族の解消（できればどちらかの親と同居）
つまり

『男女の労働環境格差、賃金格差を解消してより稼げる方が稼ぎ、どちらかが専業主婦（主
夫）になればいいんじゃない？または共働きでも』
と結論づけたのですが、みなさんはどう考えますか？

「労働環境改善かな」

ヨーロッパで子育てしていたことがあります。
夫は時間通りの5時ごろ帰ってくるので、子どもと夕方から遊びに出たり
夕食も一緒に作ったりできました。家族としての時間が多くありました。
長期の休みも当然のように取れるので、リフレッシュもできます。
出産前後も、夫も1週間ぐらい休暇が取れていました。

賃金のことではなくて、こういう根本的な労働環境を改善していかないと
働くのに精いっぱいで疲れ果ててしまい、女性も男性も、
子どもや家庭どころではなくなってしまうのでは？と思います。 3



「社会復帰できるかどうかが問題」

性別関係なくまともな生活ができる賃金が得られる仕事につけるようになることと、
子供を育てることが社会復帰の妨げにならないこと、
この2点が最大の問題なんじゃないかなぁと思います。

「子育てしながら働きたい」

女性の大部分は「ものすごく稼ぎたい！一家の大黒柱になりたい！」ではなくて「子育てしなが
ら働きたい。家計の足しに、たまには自分にも贅沢を」ぐらいじゃないのかなーって思います。
つまり「朝から晩まで、病気のときでも預かってくれる保育園！」ではなくて
「仕事のときは預かってくれる保育園、子供が病気のときは休みやすい会社」かなと。

私個人で言えば「男性と同等の賃金」よりも「子育てに配慮した働き方をＯＫしてもらえる」方が
結果的に働きやすく、また嬉しいです。
その中で「男女の格差」はあってもいいし、「賃金格差」はあってもいい。

家族をささえる男性の給料があれば、妻の働き方はそれでいいと思います。
もちろん１００％同じ仕事をする女性との格差はあってはならないと思いますが。
妊娠出産は女性にしかできないんだから、その部分で男性と区別はあっても
当然いいと思うんですよね。

「子育て」に専念（産休・育児休暇など）したい時期もあるし、
「子育て」に関わりつつ仕事もしたい。
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「男女意識改革とライフワークバランス」

男女とも、家庭や子供や仕事への意識改革をしなければと思います。
家庭を作ること、子供を育てることは、「男女ともに」大切で幸せなことだと思います。

女性が専業主婦で家に居て、男性は仕事や飲みで終電まで帰ってこないで、
それで生活していけるだけの給料を稼ぐ。
老後の介護費用も、男性が「亭主元気で留守がいい」で稼ぎ、介護は、女性が家で。
こんな家庭は私は、ゾーーーっとするし、幸せと思えないな。
お金はあるかもしれないけど、孤独だと思う。

私は、生活費を捻出するのは、男女どちらでも、いいと思う。
家庭生活をするのは、男女ともがいい。

子供のいる女性（だけ）は、家に居るのが幸せという決めつけた価値観の押しつけは、
逆に、女性の社会進出や、晩婚化に繋がる要因の一つにならないですか？
子育てが一段落して、ちがう生活スタイルになったら、
動ける時間帯も幅が広がるし、自分自身がやりたいこと（仕事も含め）もある。

私は、男女とも協力できる（社会体制、制度）、子育てや家庭生活に対する意識改革

子育て世代以外の立場の人（又は、そうなった時）の子育て世代へのフォロー
ライフワークバランス

結婚や子供のいる家庭生活が幸せだな～と思えるために必要だと思います。
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「男性の意識改革」

なぜ女性が働きたいと思い始めたのか・・・。
それは、夫側の問題です。
昔のように、女性は専業主婦、男性は仕事という時代には
男性に泣かされてきた女性がいて、男性に頼らず働きたいと考えたのではと思うのです。

外で仕事をしている男性はエライ。威張って当然。
といった雰囲気になっていたのが問題だと思います。
現代でも、この悪しき古い考えの男が、まだまだ残っています。
まず、この古い『化石頭』の男性を、改革しなおすことが大事かなと思います。

「結婚しない人が増えている」

なぜ結婚しないか・・・。
女性に収入ができ、完全に男性と平等社会で生きることになった影響が大きいと思います。

稼ぎが、男性並み（能力次第で男性以上）となった女性が、
自分以下の稼ぎの男性と結婚したがるでしょうか？
全てが自分のお金として使える人生を謳歌しているうちに、歳をとるのではないかと・・・。
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「結婚自体がデメリットになる時代」

産みたいけど産めない人と、産みたくない人がいて、
産みたい人の理由は経済面だったり復職が困難だったりでしょうね。

自由を謳歌して働き甲斐のある仕事をしていれば、現代に良くいる情けない男性とあえて結婚
したいとも思わないかも。
旦那の稼ぎだけで食べていける人は少なく、共稼ぎで、増えた家事の殆どをする事と
育児を考えると夢も希望もありません。

下手に仕事を辞めればキャリアを失い、離婚となれば不利になるし結婚自体にメリットを感じ
ないのもあるのではと。
産みたい人は子供を大学にまで行かせるにはお金が必要になります。
そのために働きたくても預けるのにも苦労したり・・・

「女性にとっては、デメリットが多い結婚」

皆さんがおっしゃってるように、現代の日本社会の女性にとっては、結婚はデメリットが多く、女
性の社会進出と共に、それでも結婚したいと女性に思わせる男性の数は相対的に減っている
と思います。今の結婚制度は、価値観が多様化している現代には、既に合わなくなって来てい
るんじゃないでしょうか。私は結婚も家庭もこれらは、様々な形に変化していくのではないかな
と思っています。

非婚派だが、子どもを産みたい、という女性は多いと思います。(私の場合も結婚は、私にとっ
てはデメリットが大き過ぎたので、子どもには申し訳なかったのですが、未婚で出産しました)
私は、仕事を頑張っている女性が結婚しなくても、子どもを産み育てやすい環境が整えば、あ
る程度は少子化は食い止められると思います。 7



「日本は男女平等の基本的人権意識がまだまだ欠落しているように思います」」。

タイトルに興味があり、項目ごとに意見を申し上げます。
・女性の労働環境の改善
日本国は有能な女性を排除してひ弱な男性を徴用し過ぎています。
ですから、女性の労働価値を重視した社会環境を再構築する必要があります。
・女性と男性の賃金格差の改善
女性が男性よりも賃金が安いというのは人権差別です。
もっと基本的に男女平等になる社会精神を教育しなければなりません。
・専業主夫の推進
専業主婦でも主夫でも構わない社会意識を構築すべきです。
・男性の正社員雇用の拡大＆賃金の向上
論外です。無能な男性の賃金を上げて家計を楽にするという方策は時代に逆行しています。
これでは男尊女卑を助長するだけです。
・核家族の解消（できればどちらかの親と同居）

論外です。核家族を解消して２世帯家族にすれば、男尊女卑の社会通念を助長するだけで
す。日本人には男女平等という社会通念的革命が必要です。

女性が頑張らなければ、日本社会は変わりません。
男性は労働して何か消費しますか？車でしょうか？女性は労働して衣類や旅行やいろいろ
な活動をします。それが経済を循環させて社会が豊 かになる。
日本男性は社会を豊かにすることはないでしょう。
このままの社会では日本は使い道のない預金残高だけの国になります。
それよりも、いろいろな活動を支援することに貸付できる社会の方がいいはずです。

以上、極論を申し上げましたことを失礼します。 8



「ここで勇気のあるご発言、同感です」

はっきり申し上げて、会社で女性と男性、無能率は男性のほうが多いと思われるのに男性の
ほうが賃金が高く、女性は有能でも結婚をするとどんどん家庭に入ってしまっている状況がな
んとももったいなく感じます。社会はまだまだ男尊女卑です。

話は少しずれるのですが、部下で男で使えないのは山ほど見てきました。が、それは無能とい
うよりも各家庭での育て方が大きいと私はみています。

例えば、シュレッダーのゴミが溢れそうなら自分が捨てる、電話が鳴ったら関係がなさそうでも
取る、ポットのお湯が自分の番でなくなったら水を入れて沸かす、といった女ならごく当たり前
のように出来ることを出来ないし、当たり前のようにしようともしない男性が多いのです。

出来ない男に限って、雑務を暗に「女の仕事」と馬鹿にして手をつけないのです。教えてもです
よ。新人の男女にこういった雑務を頼むと、出来ない新人の男は明らかに嫌な顔をするんです
よね。家庭で全てママにやってもらっているのでしょう。

一見、業務に関係のないことのように思えますが、当たり前の雑務をきちんとこなせない、気
が回らない人間は男女問わず不思議と仕事も出来ません。

自分の身の周りのことさえ満足に出来ない男を日本は育ててきました。昔はそれで良かったで
しょうが現代はそうもいきません。黙って女が尻拭いする時代は終わったのです。甘やかされ
て育った男は家庭だけでなく会社でもお荷物になっていることを知って欲しいですね。

日本は少子化のために働き手を海外に求めようとしています。私はそれよりも各家庭に眠る金
塊（主婦）を生かす社会に、働きたい方をより支援する社会に日本が変わっていかないといけ
ないと感じてます。同時に男児の育て方も各家庭で見直すべきだと思います。
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「25歳までに産んだ子供の学費医療費免除」

以前夫と話してて、一人が産む人数が少なくても皆が若いうちに産めば子供の人数が増えるか
ら、タイトルのような制度を作ったらいいんじゃないみたいなことになりました。

25歳っていう年齢はまあ適当なんですけど…どうでしょうか？

「えー 産んだの30歳」

私が結婚したのが23歳でした。25歳で子どもを産みたかったですが、実際に産んだのは30歳で
した。欲しくてもなかなか授からなかったのです。そんな私からしたらそんな制度いらないです。

「大学院や6年制の大学出たら」

ストレートでも24ですよ。そこから働くのに25はないと思います。
学費免除はすごくいい考えですけどね（笑）

「負け犬のひがみですが、」

私、20代前半で結婚して、子供産むのが夢だったんだけど、結婚してくれる人がいなくて、しか
たなく20代は海外行ったり、独身女同志で遊んだり、仕事頑張っちゃったんですけど、、、
私の周り、そんな人ばっかりでした。
不妊もそうですけど、望んでも思い通りにいかない人にとっては納得いかないです。
税金払いたくなくなります。 10



「住居費と教育費が高すぎる」

住居費と、教育費が高いな と思います。

駐在していた国では、大学まで無料でした。ただし、日本のように 誰でも大学にいけるわけでは
なく、本当に学びたい人が行く場所でしたが・・・

ちなみに、私（地方都市在住）のまわりでは、専業主婦率高いです。
私も 専業主婦。3人お子さんがいる家庭も結構います。一人っ子は 少ないです。
本当に 少子化？って 思います。
義兄夫婦は 都内に住んでいますが、駐車場料金が 3万円だと、家賃は いくら？
住居費が高すぎて、共働きしないと暮らせないと。
東京集中の社会の仕組みがかわれば、少子化がとまるのでは と思います。

「三人目以降～学費無料」

三人目が欲しいけど、教育費などの資金面で躊躇される方って、多いと思います。
三人目は、保育費無料・（できれば）給食費も無料・高校の学費無料・大学入学金補助あり！

「三人目以降、祝い金ドサッと税金優遇」

「三人目以降」というのは私も大事だと思います。二人だと人口増えないので。
ということで、三人目以降は出産祝い金ドサッと１００万円。末子が成人するまで、両親の所得税
を大幅に優遇。（三人目以降の出産・育児＝公益事業くらいの扱いにしても良いのでは）

わかりやすいうえに、働きがいもあって効果あると思うけどな。 11



「子ども達への家庭観教育」

未来を担う子ども達へ 子どもを産んで育むことの大切さ、家族を持つことの大切さをきちん
と伝えていくのが大事かと。
昔が少子化じゃなかったのは、子どもを産まないと女と認められないような一種の束縛があっ
たからかも。だからよかったかというと、それだと子育ては苦痛や義務でしかないでしょうから
それはそれで時代錯誤。
だから、未来に親になるであろう子ども達に、子育てっていいよ、家族をつくるっていいよ、種
の保存は大事だよと、もっともっと伝えていくことが必要ではないかと思います。

「学校での性教育の方針改善も」

私の時代の性教育は「子供を作るのはいけない事」「出来てしまったは許されない」「妊娠する
と周りに迷惑をかけ自分も苦労する」「経済的に保障される前の妊娠は無責任」
そういう価値観を刷り込まれるものでした。

だけど、本来ならば(生物学的に)健康に複数の子供を出産・育児しやすい年齢の間は「悪い事
をしている」「(職場などで)周りに迷惑をかけてまで今作るなんて非常識」「無責任で親になる資
格はない」同世代の人達からそういう目で見られているケースも多いようです。

適切な避妊の知識や子育てに関する経済的・社会的な責任の教育は必要不可欠ですが、そ
れ以上に『だから産むな』ではなく『では、どう産むか』を教えてほしいです。
そもそも避妊も責任論も、適切な時期に適切な環境で出産・育児をして幸せになる為の教育の
筈なのに、そこをすっ飛ばし過ぎたが為に『妊娠は悪い事』と刷り込む結果を招いている性教
育の在り方もおかしいと思いました。 12



「教育からかなぁ」

社会に出て仕事しだすと、お金も貰えて楽しいこともいっぱいなので、正直設備環境が整って
も少子化を食い止められるかというと疑問です。
だって子どもがいたらしたいことできなくなっちゃうじゃん、やだよそんなのって思う若者だって
多いですよね。

女性が社会に出だしてからちょっとずつ少子化になってるような気もするので、専業主婦？主
夫どちらでもいいですが、誰かが家でゆっくり育児できる環境って大事だと思うし。
ちょうど、今の大学生世代は専業主婦になりたい人増加中らしいですね。
ちょっと良いかも？

子どもがいるとこんなにいいよ～って特集があるだけでも、楽しそうと思えるんじゃないのか
なぁと思ってしまいます。

よく少子化で各国と比べたりしますが、共働きでのしくみがこんなに違う～（フランスとかとよく
比べますよね）というよりも、仕事がなくても子どもがたくさんいる国（経済発展していない）って
意外とあるのに、そこに視点が向かないのも不思議です

「出産、子育て知識不足の解消」

女性の体のこと、病気のこと
子供を産むということ。
いざ結婚、出産、不妊ってならないと無関心のような気がします。
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「教育の徹底」

女性が働くことについて、女性の体について（子供を産める年齢には制限がある事）、教育が
足りません。全く足りてません。
自分は女子校でした。その辺り、男女共学の学校より丁寧に教えてもらったと思います。
先生は女性が多く、経験談を含め、たくさんの話…家庭の話、職場での話を授業の中で聞く事
ができました。

それでも。
実際就職した会社は普通の、男性もたくさんいる会社でした。
結局流されてしまいました。職場の女性達が、30過ぎても40過ぎても前線で働いてる。そうしな
いと男性と同じ仕事は任せてもらえない。当然結婚出産二の次です。
自分はたまたま結婚は早かったんですが、30過ぎて35目前になって、毎日仕事忙しい中、ふと
思ったんです。

子供っていつまで産めるんだろう？

誰も教えてくれなかった。

あと数年気付くの遅かったらもしかしたら子供授かってなかったでしょう。頑張ってはいますが、
二人目はきっと厳しいと思います。

キャリアでも本当に頭のいい人は、ちゃんと産み時考えて仕事してます。そういう人も少なくな
い。でもそうじゃない普通の女性、私のような凡人は、出産するタイミング、うっかり逃してしまう
人結構たくさんいるんじゃないかな。

女性が男性と同等に仕事する以上、いつ結婚？いつ産んだらいいのか？ 14



【リアルな声から見えた７つの課題】
【産後クライシス】

①体の不調（高校生～妊娠前～産後まで）

②育児経験不足（半数が赤ちゃんに触れたことなく出産）

③生活力不足（家事の基本が身についていない→育児＆家事に不慣れ）

④産後サポート不足

男女の意識のギャップ（女性ばかりに負担）

出産・育児を経て冷める夫婦の愛

【マネー＆キャリアクライシス】

⑤お金の不安（妊娠出産、医療費、育児、教育・住居費が高い。給料は低い）

⑥キャリア不安（共働きのライフプラン、ロールモデルがない。再就職が困難）

⑦シングルマザー不安（経済的支援、価値観の変革が必要)
15



①結婚出産適齢期の女性の体の不調 ← 「未妊の調査」より

【課題】妊娠出産には、健康な体が必要。高校～産後まで、すべての女性が「疲れ
ている」のは、若い女性の働き方や生活習慣に課題あり？

【解決策】高校、大学時代に、産み育てる性として女性の体のケアについての教育
と意識付けが必要。

思春期から、かかりつけの婦人科医を持つ習慣作りも有効か。

②子どもと接した経験がない ← 「妊娠出産子育て基本調査」より

【課題】赤ちゃんを身近で見たことも無いまま出産し、育児に突入する夫婦の
増加。とまどい、挫折感から自信喪失、次の出産につながらない人が増加。

③産後のママの心身の疲労と不調 ← 「妊娠出産子育て基本調査」より

【課題】高齢出産の影響もあるが、妊娠・出産による女性の心身の変化、特に産
後のダメージへの理解が、女性にもパートナーである男性にも不十分。そのた
め産後のつらい体験から、二子三子への出産を敬遠する傾向がみられる。

【解決策】産後の女性の心身の状態への理解とサポートの拡充。

④産後夫婦の愛情に亀裂？距離が広がる← 「妊娠出産子育て基本調査」、
たまひよhappyモニターアンケートより
【課題】育児を一人で抱え込みがちなママと、親として成長できていない幼稚なパ
パ。二人目を生む気になれない。二人目、三人目を生むには、夫婦仲がよくない
と・・・・難しい。

産後クライシス編
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⑤子どもの教育費に対する漠然とした不安 ← 「たまひよhappyモニターアン
ケート」より

【課題】妊婦健診、出産費用の補助、子どもの医療費補助、産後サポートの補助、
予防接種助成、義務教育、高校授業料補助・・・・妊娠～高校卒業までの育児費
は、ここ十年で充実されてきている。

にも関わらず、妊娠出産育児は、お金がかかると思われている！

その背景として行政の補助、助成が全国一律ではないため、メディアの発信が
複雑でわかりにくいものになっている。また子育てにはお金がかかる！的発信
が多い。 特に妊娠前の人たちには子育てはお金がかかるイメージが強くイン
プットされている。

【解決策】全国一律のシンプルな助成補助と、メディアからのわかりやすい発信で、
「妊娠出産育児にお金はかからない！」ことのアピールが必要。

⑥復職への不安、ライフプランニングができない状態← 「たまひよhappyモ
ニターアンケート」より

【解決策】20代で就職、 ３０代で産みながら仕事を続け、４０代、５０代でのキャリア
チェンジや再就職ができ、７０歳くらいまで働ける仕組みづくりとキャリアモデル
の提示、メディアによるロールモデルの提案。

３０歳企画(人生１／3イベント)：30歳での地元同窓会イベント、企業でのライフプラン
講座など、このタイミングでライフプランニングを意識づけることが重要。

マネー＆キャリアクライシス編
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⑦シングルペアレントでも安心して出産して育児していける社会は、出生率
も高い ← 「都道府県別出生率」データ

【課題】シングルマザーの経済的困窮や貧困。

【解決案】

フランス社会のように、シングルペアレントでも安心して妊娠出産できる社会

は出生率が高い！

シングルマザー率が高い九州も出生率が高い。日本でも経済的な支援と合わ

せて、シングルペアレントでも安心して産み育てられる支援が必要。それが、
すべての人が子育てしやすい仕組みにつながるのでは。

シングルペアレント応援
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【メディアとしての取り組み・提言①】

□高校生、大学生男女向けの教育
＜例＞

●妊娠出産 「体」 講座
妊娠適齢期、卵子の老化、産後マタニティーブルーなどの妊娠・出産の基礎
知識。疲れない体つくり・生活習慣などの体調管理に役立つ情報も。

●ベビーシッティング講座
保育・子育ての経験実践教育。

●生活力講座
家庭を営むのに必要な家事、お金の管理、健康管理などの実践教育。

●ライフプラン講座
子どもを産み育てながら、７０歳まで働く新ライフプランニング教育。

⇒大学生が、ワーキングマザーの子育て支援を

担う活動の支援(学生の後学にも役立つ)などより実践的な活動も。
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□全国一律に「わかりやすい」情報発信

●行政サービスの全国一律化のサポート
だれが、いつ、どのような行政サポート・サービス

（補助や助成やしくみ）を受けられるのか、

スマホやメルマガなど、だれもが情報を受け逃すことがない手段で、

わかりやすく発信する。

●「妊娠出産には、実はお金がかからない！」
「教育も、思っているほどお金がかからない！」

お金に関する正しい最新情報を提供
「大学入学に2000万円かかる」という情報がこれまでの常識。
だが、実は児童手当を教育資金にするなどで、実は200～300万円あれば
よい、というのが新しい常識に。常に最新情報への更新を継続していく。

【メディアとしての取り組み・提言②】
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□ハッピーな生き方応援！

ポジティブキャンペーン

●子育てって楽しい。働きながら子育て。

ハッピーな生き方の多様なロールモデルを提案

今は、著名人やタレントより、「自分と同じ立場や条件(家族構成・収入など
で、自分がマネできそうな憧れ感」を持つ人が人生のお手本になる傾向。

だれもが、自分がなりたい人生をかなえられるよう、お手本となるリアルな

ロールモデルの提案で、子育てに前向きになれる雰囲気を日本に広げていく。

その中には、子だくさん家庭、シングルペアレンツ家庭など、

さまざまな、今の家族の形、幸せの形を提案。

【メディアとしての取り組み・提言③】
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【多様なロールモデル提案の例】

□働く子だくさんママの
暮らし密着実例

(サンキュ！2014年９月号)

□シングルペアレンツの
暮らし密着実例

(サンキュ！2014年５月号)
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資料編
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女子高校生～大学～20代女性
の悩みの実態
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受験や人間関係のストレ
スで体調を崩しがち。

カラダのSOSをほったら
かしにしている生徒が多
くてとても心配

高校時代が、女性特有の悩みが顕在化し、
女性としての生き方についても考え始める時期

女性としての将来
が漠然としている

保健室の先生

ダイエットしなきゃ
恥ずかしい！

友達とうまく
いっていない

生理痛が重くて、
テスト勉強が
できない

79.7%

60.1%

79.3%

61.4%
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キャリア教育の一環として、職業人としてだけではなく、
女性としてのライフプランをたて、どんな生き方をした
いのかを考えさせたいです。

保健体育の授業で、妊娠・出産やライフプランニングの
授業をしていますが、リアリティのある話がなかなかで
きないので、イベントや講演会という形でぜひやってほ
しいです。

高校現場の課題意識

女性のライフデザインやカラダ・ココロの悩みに答える
診断チャートなど、保健室における教材や資料があると
いいですね。

保健体育の先生

進路指導の先生

保健室の先生
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結婚・出産も
イメージして

進路選択していれば…

『20代の女性から
聞いた

ホンネと後悔』

女性は選択肢が
広いと、当事者に
なってはじめて
知って困った。

受験勉強優先で
生理痛は後回し。
２０代になり

子宮内膜症が発覚。

友達に聞いたダイ
エット情報がまち
がっていた。結果、
カラダに負担をかけ
てしまった・・・

いつ産む？
産まない？

結婚する？
しない？

女性の生き方・働き方は多様化し、選択肢が多い。
女性特有の生理やカラダの問題とも向き合わなければならない。
キャリア・カラダについて、もっと早くから考えたかった…

容姿体重生理
一般職？
総合職？
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子どもを持つ前の男女の意識調査
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晩婚化、晩産化が進行するなか、

子どものいない男女の

「子どもを持つこと」

「産み時」

に関する意識

妊娠に向けての行動実態

~経年・属性別比較~

29

調査テーマ



• テーマ：子どものいない男女の「子どもを持つこと」「産み時」に関する意識、妊娠に向け
ての行動実態。

• 調査方法： インターネット調査
• 調査時期： 2013年９月６日～9月９日
• 調査対象： 25～45歳 未婚男性1,037人 未婚女性1,039人

既婚男性1,035人 既婚女性1,048人
※子どもがいない人、妊娠していない人

• 調査地域： 首都圏、愛知、大阪、福岡

• 調査協力者：産科医 竹内正人先生

出産ジャーナリスト 河合蘭さん

家族社会学・医療社会学 白井千晶先生

国立成育医療センター研究所研究員 竹原健二先生

 調査担当： ベネッセ幼小教育研究課 後藤、持田

30

調査概要調査概要

調査のオリジナリティ：
１．先行調査が少ない。
２．経年比較が可能。
３．男性も対象に調査を拡大。
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