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１．調査結果の概要（サマリー） 

●目的 

日本では普及していないが、海外では普及している子育て用製品、サービス、手法などに

ついて、海外での子育て経験者に対するインタビューを行い、海外子育て経験者の生の

声を収集・分析することにより、子育てがしやすい、子育てが楽しいと感じられるような子育

て用製品、サービスの普及や社会環境の整備に資することを目的とする。 

 

●方法 

  １）海外で子育て経験のあるパパ・ママ合計１００人に対し、インタビュー（電話インタビュー

含む）を実施し、その内容を分析した。 

  ２）国内で子育てしているパパ・ママ合計１００人（全国から５都市を選定）に対し、上記の内

容について実際に使用してみたい製品・サービスなどのニーズを把握・分析した。 

  ３）海外における子育て製品やサービスなどについて文献調査を行うと共に、有識者からな

る研究会で、調査方針・とりまとめ方向の検討などを行った。 

  ４）本調査研究は、財団法人未来工学研究所に委託して実施した。 

 

●主な調査結果 

１）海外で子育て経験のあるパパ・ママ合計１００人の子育て経験した国の内訳は、欧米諸

国８２人、アジア諸国１４人、その他地域が４人である。 

２）海外子育て経験者の多くが、日本に比べて海外では「赤ちゃんや子連れに優しい社会」

であると実感している。 

３）具体的には、外出時における周囲の人による移動手伝い、妊婦や赤ちゃんへの「声掛

け」や「温かいまなざし」などであり、その結果、「子育てが楽しい」と感じている。 

４）海外子育て製品などで便利な製品（液体ミルクや多様なチャイルドシートなど）もあるが、

日本製の育児製品の品質・品ぞろいなどに対する評価は海外にひけをとらない。 

５）公共交通機関内のベビーカー専用スペースやバリアフリー化、小さな子供でも安心して

遊べる公園の設計など、「子育てに配慮した社会インフラ・公共空間の整備」を望む声が

強い。 

６）「男性の育児参加を促進するような製品」（パパも使いたくなるようなデザインのベビーカ

ーや抱っこひもなど）の普及とともに、男性も育児休暇がとりやすいような社会風土の醸成

が必要である。 

７）「育児の社会化を支えるサービス」（預かりサービス、子供向けプログラムなど）などソフト

面の充実も海外から学ぶことが多い。 

８）日本と海外の子育て環境を比較した場合、もっとも大きな違いは「子連れや妊婦に対す

る社会の温かいまなざし」の有無であり、それらが具体的な行動を伴っていることである。 

９）今後、我が国の子育てに関する国民レベルでの意識改革（「心のバリアフリー」の推進）

が不可欠である。そのためには、「子育てに優しい社会」にむけた国民運動の展開が望ま

れる。 
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２．各論（１）海外子育て経験者インタビュー結果 

●インタビュー回答者プロフィール 

 回答総数：１００人 1 

 

子育て経験した国の内訳（カッコ内は、現在、当該国に在住する回答者内数） 

  ＜欧米＞ ８２人 

 アメリカ        ５２人（３１） 

 イギリス        １２人 （７） 

 フランス         ６人 （２） 

 カナダ          ４人 （３） 

スウェーデン       ２人 （２） 

 ノルウェイ        １人  

 アイルランド       １人 （１） 

オランダ         １人 

 スイス          １人 

 ドイツ          １人 （１） 

 イタリア         １人 

 ルーマニア・ハンガリー  １人 

＜アジア＞ １４人 

 シンガポール       ６人 （４） 

 タイ           ３人 （２） 

 マレーシア        １人 

 ベトナム         １人 

 インドネシア       １人 

韓国           １人 

     台湾           １人 （１） 

   ＜その他＞ ４人 

     オーストラリア      ２人 （２） 

     プエルトリコ       １ 

     パナマ          １ 

 

回答者の性別：ママ ９８人、パパ ２人 

 

●調査方法 

 育児用品ポータルサイト、妊娠・出産・子育てコミュニティなどでのモニター募

集や複数の口コミルートを通じて、インタビュー（電話インタビュー含む）を実施。 

 

                                                        
1 日本在住のドイツ人ママ（１人）以外は、すべて日本人。 
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●海外育児についての全体的印象 ＜子育て全般＞ 

 

 

 ・日本と比べて、多くの場合、「赤ちゃんや子連れに優しい社会である」という

印象がもたれている。 

 ・具体的には、外出時のベビーカー介助、周囲の人からの赤ちゃんや母子への「声

かけ」などがあげられる。 

・「父親の育児参加」も会社が当然の権利として認めている。 

 ・「子育てが楽しい」「のびのびと子育てができた」といったポジティブな回答

が多い。 

 ・反面、言葉の壁や制度の違いなどもあり、こどもが病気になったときの不安な

どを訴えるママもいる。 

 

 

（主な回答例） 

・子連れの人に周囲が温かい。【ノルウェイ】 

・ベビーカーを電車やバスに乗せることは赤ちゃんを持つ親の権利として認められ

ているので、肩身の狭い思いをしなくていいのはすごく助かっている。【スウェ

ーデン】 

・「子供は社会の財産である」ことが、子育てをしながら感じられる。【スウェー

デン】 

・産休制度がきちんとあり、仕事をしている今も仕事場での小さい子供がいるとい

うことを大きく配慮してくれる。【スウェーデン】 

・誰でも赤ちゃんに話しかけるなど「赤ちゃん天国」。【アメリカ】 

・ゆったりと子育てができた。【アメリカ】 

・ベビーカーで出かけても皆が手伝ってくれる。【シンガポール】 

・子育てを全く大変だと思わなかった。【スウェーデン】 

・妊婦や子供連れでの外出の際、バスや電車の乗り降りの時など、出勤途中のサラリー

マンでさえも頼まなくても進んで助けてくれた。【シンガポール】 

 

・子どもが病気になったとき、周りに頼れる親や親族がいなかったので不安。【ア

メリカ】 

・言葉や習慣が違い、溶け込むのに苦労した。【アメリカ】 
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●海外での「妊娠および出産経験」（よかったこと） 

 

 ◆出産前後 

 ・産科と小児科の連携を評価するママさんが多い（特にアメリカ）。 

 ・過剰な検査がない、予約制のクリニックを評価するママも多い。 

 ◆制度面 

 ・出産費用が無料の国（フランス、スウェーデンなど）は評価されている。 

 ・夫の育児休暇が当たり前の社会である（ノルウェイ、アメリカなど）。 

◆マタニティウェアなど 

 ・デザインなどは国によって評価はまちまちであった。 

 ◆社会風土 

 ・乗り物内で、気軽に誰でも妊婦に席を譲ってくれるのはありがたい。【複数の

国】 

 

 

（主な回答例） 

◆健診、通院、出産 

・クリニックが予約制で待ち時間が少なかった。【アメリカ】 

・入院中に小児科を紹介してくれて安心。【フランス】 

・健診や超音波エコーの回数が少ない。【アメリカ】 

・出産には産婦人科医と小児科医が立会い、出産後から母子ともに担当が小児科医とな

る。【アメリカ】 

・助産婦が自宅訪問して産前指導と退院後一週間くらい授乳指導などをしてくれました。

これも保険適用で自己負担ゼロ。【ドイツ】 

・看護婦がベビーシッターとして来てくれ、子供の移行期の手助けをしてくれる。【ス

ウェーデン】 

・出産後の一カ月検診で、保健婦さんが家まで来てくれ、さまざまな相談に乗ってくれ

る。【イギリス】 

◆制度 

・出産費用込みの保険にはいっていて安心。【アメリカ】 

・妊娠時の健診や出産にかかる費用は自己負担することなく済んだ。【スウェーデン】 

・ベビーシッター代の半分を国が負担してくれる。【スウェーデン】 

・出産までの定期健診・出産費用は全て保険適用で、三ヶ月間 10 ユーロ定額で医者に

掛り放題ということもあり、金銭的な不安が全くない出産でした。【ドイツ】 

・出産・入院費用（４－５日）が無料。【フランス】 

・夫も当然のように育児休暇をとる。【ノルウェイ】 

◆その他 

・マタニティウェアなどは大手の衣料品店が素敵なデザインを展開していて選びや

すかった。【スウェーデン】 
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・マタニティウェアのデザインや品揃えは惨憺たるものでした。値段は高く、質や悪く

種類は少ない状況です。ただ、ネット販売は充実しています。【ドイツ】 

・地下鉄やバスに乗った際、妊婦に進んで席を譲ってくれる。【多数の国】 
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●海外での「妊娠および出産経験２」（困ったこと、日本のよかったことなど） 

 

 

 ・日本と比べて、入院期間が短いことにとまどうママも少なくない。 

 ・日本と比べて、健診回数が少ないことに不安を感じるママもいる 2。 

  

 

（主な回答例） 

◆入院・出産 

・出産・退院が２，３日で母体の負担が大きい。【アメリカ】 

・帝王切開での出産だったが、手術の４日目には退院せざるをえなかったので、退

院してからが大変だった。【スウェーデン】 

・健診の回数が少なく、超音波検査も妊娠時を通じて１回（正常な妊娠の場合）だ

けだったので、不安に感じることもあった。【スウェーデン】 

◆マタニティグッズ 

・マタニティウェアのデザインがよくない。【アメリカ】【ドイツ】 

・赤ちゃんグッズや妊娠時のグッズを専門的に扱う店が市内に少なく、探すのに苦

労した。【スウェーデン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 日本では、妊婦健診は 14 回まで無料という国の方針が出ている。 
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●海外での「育児経験」（よかったこと） 

 

 ◆外出・移動関係 

・公共交通機関がバリアフリー対応である（ベビーカーでの乗り降りが楽なノン

ステップバス、低床バスなど）。＜写真１＞ 

・車内にベビーカー専用スペースがある。 

 ・ベビーカーの移動などを誰でも気楽に手伝ってくれる。 

・チャイルドシート、ベビーカーの種類が豊富。＜写真２＞ 

 ・パパが使っても似合う「抱っこひも」がある【スウェーデン】。＜写真３＞ 

◆授乳・離乳食関係 

 ・外出時や緊急時は、液体ミルクが便利。＜写真４＞ 

 ◆グッズ 

 ・「生なり」や天然素材のベビー用品やおもちゃが安心だ。 

 ◆医療関係 

 ・こどもの医療費が無料。 

 ・かかりつけの小児科医が、なんでも相談にのってくれる。 

 ◆ベビーケア 

 ・ベビーシッターを気軽に利用。 

 ◆制度 

 ・父親の育児休暇がとりやすいこと。 

 ・職場での育児支援制度・設備が充実している。 

 ・出産後、父親宛てに「父親手帳」が郵送されてくる。＜写真５＞ 

 ◆公共空間・施設 

 ・公園が小さいこどもにとって安全な設計になっている（ゴムマット、柵囲いな

ど）。＜写真６＞ 

 ・子供をあずけられる公共施設や商業施設が多い。 

 ・こども向けの遊びプログラムが充実している。 

 ◆子育て文化 

 ・外出先で、周りの人がこどもに声をかけてくる。 

 ・人前でこどもが泣いても、あまり神経質にならない。こどもは「泣くのが仕事」。 

 

 

 

（主な回答） 

◆外出・移動関係 

・スロープがありバギーでもＯＫ。【ノルウェイ】 

・ストックホルム市内を走るバスは低床車で、ベビーカー用のスペースも 3 台分ほ

ど用意してある。【スウェーデン】。 

・ベビーカー連れの親子は無料で公共交通機関に乗れる。【スウェーデン】 
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・バスや電車内にベビーカーを留めるヒモがあって便利。【シンガポール】 

・何種類かのチャイルドシートがある。【ノルウェイ】【フランス】 

・チャイルドシートの種類が多い（車⇔ベビーカー⇔スーパーマーケットのカート）。

【アメリカ】 

・月齢に応じた乳母車がある。【ノルウェイ】 

・スウェーデン製の抱っこひもは重宝させてもらった。【スウェーデン】 

・ベビーカーを押したり、抱っこひも姿の父親が多い。【アメリカ】 

・退院のときの迎えの車は、チャイルドシートが必須。【アメリカ】 

◆衣類関係 

・おむつを換える際に赤ちゃんの下に敷くシートが便利（ビニール製で空気を入れ、赤

ちゃんの腰が浮くので、おむつを替えやすい）。【スウェーデン】 

・おむつカバーのサイズが自由に調整できる。【スウェーデン】 

◆授乳・離乳食関係 

・外出時は液体ミルクが便利。【アメリカ】 

・使い捨て哺乳瓶が便利。【アメリカ】 

◆グッズ 

・育児グッズは、日本製が断然、使い心地がいい。【イギリス】 

・玩具が塗装なしのものやタオル地で作成したものが多い。【スウェーデン】 

・病院でレンタルできるブレストパンがある。【アメリカ】 

・ベビー衣料品が安い。【アメリカ】 

◆医療関係 

・医療費が無料。【ノルウェイ】 

・小児科医は当番制となっており、子供に何かあった時は２４時間で対応してくれる。

【アメリカ】 

・個別相談の為、離乳食等、なんでも相談ができる。【アメリカ】 

◆ベビーケア 

・ベビーシッターを利用した（高校生も含む）。【アメリカ】 

・出産直後に来てもらえる住み込みのベビーシッター。【シンガポール】 

◆制度 

・出産後、父親宛てに「父親手帳」が郵送されてくる。【フランス】 

・託児施設・保育園が充実（子どもを預けやすい）。【フランス】 

・父親の育児休暇がとりやすい。【アメリカ】 

・子育て期間中は、労働時間が短縮される【オランダ】 

・会社に育児ベッドが設置されている。【ノルウェイ】 

・1 歳で保育園に預けることが普通になっているので、保育園に入れやすかった。【ス

ウェーデン】 

・保育園、ターゲスムター（保育士個人宅で 4 人までの少人数保育）共に月 100 ユーロ

ちょっとの格安で子供を預けられる状況は、女性にはとても優しい。【ドイツ】 

◆公共空間・施設 
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・公園が広く、年齢ごとにスペースが分かれている。【アメリカ】 

・公園の安全性が高い（地面がゴムパッドになっている等）。【アメリカ】【フランス】 

・妊婦または小さい子供がいる人専用の公共駐車スペースがある。【アメリカ】 

・公共施設（チルドレン・ミュージアム、クリスマスパーティ会場など）で無料の

プレイルームが充実。【アメリカ】 

・こども向けのプログラムが充実している（アート、ミュージックなど）。【アメ

リカ】 

◆子育て文化 

・ベビーカーで移動する際、周りの人たちが手伝ってくれる。【スウェーデン】 

・電車の中で、親子連れに席を譲ってくれる。【韓国】 

・外出先で子どもに声をかけてくる。【アメリカ】 

・日本ではベビーカーや赤ちゃんが「邪魔者扱い」である。【フランス】 

◆その他 

・職住接近しているため夫の帰宅時間が早く、子どもと触れ合う時間が長い。【スウェ

ーデン】【アメリカ】 

・子育て情報が少なかったが、かえって（情報に）踊らされないでよかった（日本は情

報過剰かもしれない）。【アメリカ】 

・子どもが屋内で泣いても、周囲に聞こえないから平気（マンション・一戸建てと

もに）。【アメリカ】 
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●海外で好評の子育て製品・サービス、子育て環境、手法等の事例紹介 

 

＜写真１＞子連れにやさしい公共交通機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イギリス）             （スウェーデン） 

ベビーカーでの乗り降りが楽な低床バス     地下鉄車内のベビーカー 3 

 

＜写真２＞多彩なデザインのチャイルドシート＆ベビーカー          

（アメリカ）ベビーカー＆チャイルドシート 4 （イギリス）ベビーカー 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

車での移動を前提として、ベビーカーと   ハンドル位置が高いので、背の高い 

チャイルドシートが簡単に組み合わせら   パパが使っても疲れない。 

れる。 

 
＜写真３＞パパもお似合いのベビーキャリア 6 

（スウェーデン） 

パパも格好よく使える「抱っこひも」。モデルも 

若いパパ。「通気性」と「長時間使用」が特徴。 

 

 

 

                                                        
3 ストックホルム在住の須藤生氏より提供写真。 
4 http:/ /www.gracobaby.com/Pages/Home.aspx#/home/ 
5 http://www.maclaren.jp/ 
6 http://www.babybjorn.com/sv/Svenska/ 
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＜写真４＞外出時に便利な液体ミルク 7 

（アメリカ） 

缶あるいはプラスチックの容器に入っており、哺乳ビンに移し

かえてから、赤ちゃんにあげる。旅行中や外出時に使われること

が多い。残った分は冷蔵保存が必要。 

 

 

＜写真５＞父親宛てに郵送されてくる「父親手帳」 8 

（フランス） 

親の権利と義務、父親休暇・育児休暇、子どもの権利と

義務、子育て便利帳、パパになった著名人のコメントな

どが記載されている。 

 

 

 

 

 

＜写真６＞小さな子供が安心して遊べる児童公園 9  
（フランス） 

下が砂場になっており、万一、小さなこどもが落下

しても安心。階段もあまり高くない。 

 

 

 

 

 

 

（参考）日本の公園 

１歳１１か月児がむきだしのコンクリートの基礎の上に落ち

て、頭部骨折の大けがを負ったすべり台10。高さは踊り場まで

１８０センチとかなり高い。 

                                                        
7 日本国内では乳児用液体ミルクは販売されていない。 
8 社会党のジョスパン内閣時代の 2001 年、ロワイヤル担当大臣（女性）が導入した。 
9 写真５、写真６とも牧陽子委員からの提供。 
10 事故後、コンクリートの表面はゴム製の緩衝材に取り換えられた。 
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●海外での「育児経験２」（困ったこと、日本がよかったことなど） 

 

 ・ベビーウェアの品質・デザインは日本製のほうがいいという声も多い。 

 ・保育園が少なく、倍率も高い（アメリカ）。 

 

 

（主な回答例） 

◆グッズ、製品 

・ベビーウェアなどは日本のほうが品質がいいと思う。【アメリカ】 

・離乳食の種類（食材）が少ない。【アメリカ】 

・機能的でデザインセンスのあるマザーバッグが少ない。【アメリカ】 

・ベビーカーは価格が高い。【アメリカ】 

◆遊び場など 

・近所に遊び友達がいない。【ノルウェイ】 

・子供と一緒に遊べる施設が少ない。【スウェーデン】 

◆保育サービス 

・私立保育園は費用が高い。【アメリカ】 

・保育園の空きがなかなかみつからなかった。【アメリカ】 

・保育園が少ない。【ドイツ】 

◆その他 

・子どもにとって、言葉（外国語）のストレスが大きい。【アメリカ】 

・母乳マッサージをできる助産婦さんがおらず困った。【アメリカ】 

・ドイツに比べ、日本のほうがシングルマザーでも生活しやすい。 
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●日本と海外での育児を取り巻く人々の考え方、文化の違いなど 

 

 ・子連れ、こどもを大事にする社会である。 

 ・男性が育児に積極的に参加する（会社や社会もそれを受容している） 

 ・子育てを社会全体で支えるという風土がある。 

 ・アメリカの「ベビーシャワー」は、プレゼントだけでなく先輩ママのアドバイ

スの場として有益である。 

 

 

（主な回答例） 

◆社会の風潮、考え方 

・子連れに親切な社会である。【アメリカ】 

・「子供は国の宝」という意識が全体に広まっている。【シンガポール】 

・社会が子供のいる家族を見守っている感じがする。ベビーカー連れだから、子供

がうるさいからといっていやな顔をされたことは一度もない。【スウェーデン】 

・町では子供を見ると「かわいい」と笑顔で話しかけてくる人がいたり、積極的にベビ

ーカー運びを手伝ってくれるという子供好きの人々によく出会い、子供は大切にされ

ているのだと感じる。【ドイツ】 

・男性が子育てに積極的に協力。【アメリカ】 

・男性も積極的に育児に取り組む。自分で設定できる最大 1 ヶ月の長期休暇を出産して

母子が退院した後に多く使い、最初の時期を親子水入らずで過ごし、親である自覚を

持つ父親が多い。【ドイツ】 

・日本ではすべてが母親の負担、こちらは社会全体で育てるという風潮。【アメリ

カ】 

◆その他 

・妊娠中のお母さんに対して、家族や友達が色々なプレゼントを贈る Baby Shower

という風習はとても楽しいイベントでした。その時に色々な経験談が聞けたりし

ますし、経済的にも助かります。【アメリカ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ベビーシャワー（イメージ）11＞ 

                                                        
11 http:/ /www.savvy-baby-gear.com/category/baby-articles/baby-shower-gifts/ 
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●これからの日本での子育てについての要望など12 

 

 ・育児グッズ等のハード面だけでなく、育児をとりまく環境等の整備が大切。 

 ・父親の労働環境を変えてほしい（脱「仕事人間」になってほしい）。 

 ・子連れでも社交活動を享受できる社会になってほしい 

 

 

（主な回答例） 

・便利グッズなどハードの面は容易に改良できますが、育児を取り巻く環境などのソフ

ト面の整備が大切で難しいと思う。【シンガポール】 

・国民の子育てへの意識を変えてもらいたい。子どもがいることで親が肩身の狭い

思いをしなければならない限り、出生率は上がらないと思う。【スウェーデン】 

・産休、育児休暇は当然のこととして、働く親をサポートする企業が増えることを

願う。【スウェーデン】 

・働くばかりの父親ではなく、きちんとした育児休暇を２ヶ月でもいいので与える

べき。【スウェーデン】 

・就園前のこども連れで参加できるコンサート、サークルがほしい。【アメリカ】 

・子供連れで旅行やレストランに行くことが一般的な社会になってほしい。【イギ

リス】 

 

 

 

                                                        
12
 今回のインタビュー回答者は、ママ、とりわけ専業主婦がほとんどであり、パパや、ワーキング

ウーマンの場合とは異なるニーズ・社会的役割をもっている可能性に留意する必要がある。  
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各論（２）国内子育て経験者へのグループインタビュー結果 

●調査概要 

 日本国内の５地域において子育て中のパパ・ママ（各地域２０名×５地域）計１０

０名にグループインタビューを実施。現在の子育てニーズ、海外での子育て製品、

サービスなどに関するニーズの有無、意見などを聞いた。 

 

●調査対象地域のプロフィール 

 ①愛知県刈谷市 

・人口１４万人、財政力あり（全国３位）。子ども人口比率高い（全国９位）。 

・「ファミリーサポート」など子育て支援施策が充実。 

 ②福岡県福岡市 

  ・人口１４０万人、地方政令指定都市。 

  ・「待機児童」が多い。 

 ③長野県松本市 

  ・人口２３万人 

  ・二世帯、三世帯家族が多い。車社会。待機児童ゼロ。 

 ④東京都世田谷区 

  ・人口８２万人。 

  ・公的育児サービスが充実。 

 ⑤千葉県浦安市 

  ・人口１５万人。財政力あり（全国３位）。 

  ・核家族が多い。公的育児サービスが充実。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グループインタビューの様子13＞ 

 

●グループインタビュー結果概要 

 海外子育て製品・サービス、子育て環境などについての主なコメントは以下の通

りであった。 

                                                        
13 「おでかけひろば SHIP」（世田谷）のブログより転載。 
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①愛知県刈谷市（回答者パパ１３名、ママ７名） 

  ・妊婦優先駐車場、バス車内でのベビーカー専用スペースは欲しい。 

  ・海外ベビーカーはしっかり作られていて押しやすい。 

  ・海外子育て製品の情報は、雑誌などでもかなり入手できる。 

 ②福岡県福岡市（パパ２名、ママ１８名） 

  ・ベビーカー専用スペースが欲しい。 

  ・年齢別の公園は非常にいいと思う。 

  ・海外製の玩具はいいが価格が高くて買いにくい。 

  ・「（子育て）環境」、「街・インフラ」、「人づくり」が揃わないかぎり、

子供を産みたいとは思わない。 

 ③長野県松本市（パパ７名、ママ１３名） 

  ・産婦人科・小児科の連携は素晴らしい。 

  ・液体ミルクは使ってみたい。 

  ・地域コミュニティが残っており、新しいモノ、便利グッズの購買意欲はそれ

ほど高くない。 

 ④東京都世田谷区（パパ３名、ママ１７名） 

  ・妊婦・ママ専用の駐車スペースは欲しい。 

  ・電車・バスなどでベビーカー専用、乳幼児専用車両がほしい。 

 ⑤千葉県浦安市（パパ０名、ママ２０名） 

  ・公共交通機関にベビーカー専用スペースが欲しい。 

  ・海外製ベビーカーは大きすぎて、駅の改札を通過しにくい。 

  ・年齢別の公園をぜひ作ってほしい。 

・駅などに授乳場所がほしい。 

 

●国内子育て体験者の潜在的ニーズに関する考察 

 ①海外の子育て製品では、液体ミルクへのニーズは高い。その他の海外育児製品

については、育児雑誌などでそれなりの情報は入手しており、さほど切実なニー

ズは見られない。 

 ②国内子育て経験者にとって、ニーズが高いのは、公共交通機関のバリアフリー

化、ベビーカー専用スペース、妊婦用駐車スペース、公共空間での授乳スペース、

年齢別の公園整備など、子育てにやさしい公共施設・空間、社会インフラの整備

が、より強く意識されていることが判明した。 

 ③さらに、その背景にあるものとして、現代の日本社会では、妊婦、ベビーカー、

小さい子連れが「邪魔者扱い」される風潮にあり、「子育てにやさしい社会」「子

育てが楽しい社会」になっていない、という共通認識が浮き彫りになった。 

 ④これは国民意識の問題であるとともに、子育てにやさしい公共空間・公共施設

の整備といったハード面での課題である。 

 ⑤調査地域による育児ニーズの差はある。概して市の財政に余裕がある地域ほど

育児支援施策も充実しており、子育て環境に対する不満・不安は少ないといえる。 
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３．まとめおよび提言 

（１）海外子育て経験者の全般的印象 

海外子育て経験者の多くが、日本に比べて、海外は、「赤ちゃんや子連れに優しい社

会」であると実感している。 

 

（２）海外では「子育てが楽しい」 

海外子育て経験者の多くは、海外での子育て経験を通じて、外出時における周囲の人

による移動手伝い、妊婦や赤ちゃんへの「声掛け」や「温かいまなざし」などが大きな違い

であり、その結果、海外では「子育てが楽しい」と感じる人が多い。 

 

（３）海外子育て製品などで便利な製品 

液体ミルクや多様なチャイルドシートなど高く評価される海外子育て製品もあるが、日本

製の育児製品の品質・品ぞろいなどに対する評価は海外にひけをとらない。 

 

（４）子育てに配慮した社会インフラ・公共空間の整備 

公共交通機関内のベビーカー専用スペースやバリアフリー化、小さな子供でも安心して

遊べる公園の整備など、「子育てに配慮した社会インフラ・公共空間の整備」を望む声が

強い。 

 

（５）男性の育児参加を促進するような製品と社会風土の醸成 

パパも使いたくなるようなデザインのベビーカーや抱っこひもなどの普及とともに、男性育

児休暇などがとりやすいような社会風土の醸成が不可欠である。 

 

（６）育児の社会化を支えるサービス 

休日・夜間外出時のこども預かりサービス、公的施設などでの子供向け遊びプログラムな

ど、「育児の社会化」を支えるソフト面の充実も海外から学ぶことが多い。 

 

（７）具体的なアクションプログラムの検討 

日本と海外の子育て環境を比較した場合、もっとも大きな違いは「子連れや妊婦に対す

る社会の温かいまなざし」の有無であり、それらが具体的な行動を伴っていることである。

ベビーカーの具体的な介助の仕方、小さい子供が安全に遊べるスペースや遊具を設け

るなど、さらなる配慮が必要である。 

 

（８）「子育てに優しい社会」にむけた国民運動の展開 

今後、我が国の子育てに関する国民レベルでの意識改革（「心のバリアフリー」の推進）

が不可欠である。そのためには、「子育てに優しい社会」にむけた国民運動の展開が望ま

れる。単なるスローガンだけにとどまらず、公共空間での子育て支援スペースの整備とい

ったハード面での施策との一体化が不可欠である。 
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海外で普及している子育て製品・手法等に関する調査及び 

それについての国内の潜在的ニーズに関する意識調査 
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