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３．シンガポールの少子化に関する状況で注目に値する点 

 
（１）高い父親の家庭参加率―高い母親の労働参加率―低い出生率 

シンガポールと日本で大きく違う状況のひとつは、男性の家庭参加率の高さと安価な家事労

働者の存在だ。シンガポールでは父親が日常的に幅広く育児参加をしており、さらに約 5人

に一人は家政婦を利用している。そのため出産しても妻一人に家事負担がかからず、出産期

の女性の労働参加率は高い。しかし出生率は日本よりも低く、世界的にも最低レベルなのだ。

（この状況は香港も同様である。） 

 

【図表３１ 性別・年齢別労働参加率（日本、シンガポール）】 
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先進諸国では、男性の家事時間が長い国（アメリカ、北欧など）は女性の就業率が高く、出

生率も高い。そして、男性の家事時間の短い国（イタリア、スペインなど）は女性の社会進

出が遅れており、女性の就業率も出生率も低い傾向にある。これは男性が家庭責任をシェア

ーすると、女性が仕事で活躍する時間と労力が持てるため、女性の社会進出に貢献し、また

女性の家庭責任が軽減されることにより、子供を持ちやすくなるからだ。そのため日本では、

女性の就業率が高い国は出生率が高いと理解されている。 

 

しかし、女性活躍が飛躍的に進んでいて、出産しても仕事を続けることが当たり前のシンガ

ポール（そして香港）を見る限り、母親の家庭負担の軽減による仕事と家庭の両立のしやす
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さは、母親の仕事継続を容易にさせるが、出生率の向上には繋がっていない。シンガポール

の女性の労働参加率は 1998年から 2008年の 10年間で 30歳から 39歳の年齢層では 12ポイ

ント以上、また 40歳以降でも 10ポイント以上増加した。しかし同時期の出生率は低下し続

け、近年、ようやく底を打っても数値は低いままである。つまりアジアでは、女性の就業率

と出生率は別問題で、これら二つはほとんど相関性がないように見受けられるのだ。 

 

日本は少子化対策として、女性の仕事と家庭の両立支援に多くの労力を注ぎ込んでいるが、

シンガポール（及び香港）の状況を見ると、母親への仕事継続を目的とした両立支援策がど

れほど出生率向上に貢献するかわからなくなる。加えて日本は過去に両立支援を充実させて

いったが、結局は少子化に歯止めをかけられなかった経緯もあることを考えると、このよう

な施策の出生率向上に与える影響はかなり限定的だろう。 

 

アジアや欧米の仕事と家庭の両立の仕方で日本と決定的に異なることは、海外での両立への

努力が、女性の家庭負担の「総体的な量」を軽減するように機能していること。しかし日本

は女性一人で仕事育児家事の３重苦をやりやすくしているだけで、女性にのしかかる家庭責

任の絶対量の軽減にはなっていない。また、その発想からの両立支援を考えるから、育児休

業や短時間勤務の「長期化」に力を入れるのだ。 

 

日本の両立支援の大きな問題は、どんどん手厚くなる両立支援が、実は効果として「女性一

人」で三重苦をやりやすくさせ、かえって男女の役割分担を助長させていることだ。欧米や

アジア諸国を見ても、女性一人にここまで仕事家事育児の三つの負担がかかる国は日本と韓

国以外にはなく、それは「当たり前」でも「望ましい」状態でもないのである。また明らか

なことは、男女が家庭責任をシェアする国では、出生率の高い国（欧米）と低い国（アジア）

の両方が見られるが、女性に三重苦がかかる国で出生率の高い国はない。つまり出生率を高

めるためには、女性の「総体的な家庭負担量」の減少が最低限の条件なのだ。男女が家庭責

任を分担していて女性の就業率が高い場合、出生率が高くなるか低くなるかはその他の様々

な要因が関わるが、「価値観」は出生率に大きく影響する要因のひとつだと個人的に推測し

ている。 

 

シンガポール独自の状況としては、母親は出産後、子どもが乳・幼児期は仕事を継続するが、

小学校高学年に達する頃から子供の教育のために仕事を辞め、その後復帰しないケースがし

ばしば見られる。それが 25～34歳までは 80％以上という高い女性の就業率が、35歳からは

75％を切り右肩下がりになっていく大きな一因となっている。これはシンガポール独特の厳

しい能力主義的な教育システムが影響していると思われる。 

 

（２）短い出産休暇―高い母親の就業率―低い出生率 



- 367 - 

シンガポールの有給出産休暇は過去において 8週間から 12週間に延長され、2009年にはさ

らに 16週間に延長された。日本のような育児休業制度はなく、多くの女性は出産休暇後（12

～16週間）職場復帰する。また短時間勤務は 6歳以下の子供がいる公務員女性のみが対象

なため、多くの場合フルタイムでの復帰である。しかし、このように短い出産休暇とフルタ

イムでの復帰にもかかわらず、出産退職する女性は少なく、この時期の女性就業率は日本よ

りはるかに高い。その主たる要因は先ほど記したように、夫、家政婦、祖父母などのサポー

トにより、妻一人に家庭責任の負担がかからないからである。 

 

また香港やアメリカでも出産休暇はシンガポール同様短いが、両国とも短い出産休暇後、フ

ルタイムで職場復帰する傾向は同じで、女性の就業率も高い。しかし出生率は国によって大

きく異なっている：アメリカ 2.05(05)、香港、0.98(06)、シンガポール 1.29(07)。また、欧州

では高出生率オランダ 1.71（05）と低出生率イタリア 1.31（05）の出産休暇も日本より短い。

日本では女性が出産後辞めないように育児休業を長くする傾向にあるが、これらの国々の状

況を見ると、海外では育児休業期間の長さと母親の仕事継続および出生率の関連性が確認で

きない。 

 

少子化対策として日本の場合、夫や家政婦のサポートが得られないため、妻の育児休業や短

時間勤務の期間をどんどん長くすることにより、妻への働きやすい環境を作っているが、そ

れが母親の就業率や出生率向上に貢献するかは不明瞭だ。さらに極めて残念なデメリットと

しては、女性への必要以上に長い育児休業や時短勤務は、夫が家庭責任を果たさなくて良い

状態を長期間に渡り提供するため、かえって夫婦の役割分担を強める効果が出てしまうこと

である。そしてそれは、女性のキャリアハンディを拡大し、女性が職場で能力をフルに発揮

できなくなる可能性を高める。結果、会社での女性活躍は沈滞し、女性の管理職率も低いま

ま、男女の賃金格差も縮小しなくなる悪循環に陥ってしまうのだ。 

 

ＧＥＭ《ジェンダーエンパワメント指数―女性が政治と経済に積極的に参加しているかを示

す。国会議員、専門職・技術職、管理職に占める女性割合及び男女の推定所得を用いて算出》

の順位はそのような状態を反映しているのではないだろうか。 

 

【図表３２ GEM指数の順位（アメリカ、シンガポール、日本）】 

 2006年 

（76カ国中） 

2007/2008年 

（93カ国中） 

アメリカ 12位 15位 

シンガポール 18位 16位 

日本 42位 54位 
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2008年の育児休業取得率は女性が初めて9割を超えた。しかし男性は昨年より低下し、1.23％

で男女のギャップがさらに広まった。この結果で示されたよう、日本の手厚い両立支援策は

男女のギャップを拡大させるように機能する内容や浸透の仕方に問題があるだろう。 

 

母親の仕事継続の出生率に及ぼす影響が定かでないのであれば、日本の両立支援は出生率の

向上を目的とするよりは、女性が出産後単に仕事を継続するだけでなく、意欲の高い母親が

職場で能力発揮をして活躍し、会社にとってもメリットがもたらされる可能性を高めるよう、

女性にかかる家庭負担の「絶対量」の軽減や、男女の育児休業取得率及び短時間勤務利用率

のギャップの縮小などによって、キャリア上の男女平等を進めることを目的とするよう提案

したい。 

 

 

（３）高い正規雇用率―長い共働き夫婦の労働時間  

日本では長時間労働の正規雇用夫と短時間労働の非正規雇用妻の共働きが多い。対してシン

ガポールでは夫婦ともどもフルタイムの正規雇用が圧倒的大多数だ。そのため、夫婦の労働

時間が長く、両立への負担感が日本とは違った意味で生じていることの方が課題だろう。シ

ンガポールで非正規社員が圧倒的に少ないのは、終身雇用がないため、雇用調整を正社員で

行うことができるため、非正規雇用の必要性が低いからである。以下の表は今回の調査をし

た範囲において雇用形態の特徴を示した図にすぎないが、今回の調査結果でも同様の傾向を

見せている。 

 

 

【図表３３ 本人の正規雇用・非正規雇用の別】 

正規雇用の職員・従業員 非正規雇用の職員・従業員 分からない

 （ N ）

日 本 575 人

韓 国 516 人

シ ン ガ ポ ー ル 551 人
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【図表３４ 配偶者の正規雇用・非正規雇用の別】 

正規雇用の職員・従業員 非正規雇用の職員・従業員 分からない

 （ N ）

日 本 410 人

韓 国 296 人

シ ン ガ ポ ー ル 411 人

75.4

89.5

96.8

24.6

10.5

3.2
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（４）強いキャリア志向 

結婚しない理由、女性の理想的ライフコースやワーク・ライフ・バランスなど、さまざま

な項目で日本よりも数段の高いシンガポールの、キャリアや仕事への関心が目立った。そ

して、キャリアへの強い関心は出生率に何らかの影響があるように思えるのだ。 

 

先ほどのＧＥＭの統計でも表れたよう、アメリカもシンガポール同様に男女平等が進んで

おり、また人々の上昇志向が強い国だ。両国とも能力主義が浸透しているため、性別に関

わらず個々の能力に応じた仕事の責任とそれに対するお金がついてくる。しかし、出生率

の高いアメリカは仕事と家庭双方を同じ優先順位で捉える価値観があるが、出生率の低い

シンガポールでは仕事を優先する傾向が、特に高学歴女性は強い。仕事と家庭をどのよう

に優先づけるかは個人的な価値観に関わることだが、「高いキャリア意識」は同じでも、ア

メリカのように家族への価値観も同等に高い場合は、「どちらともあきらめたくない」思い

が強い。そのような状況下、仕事も家庭も手に入れるための方法が柔軟な勤務形態なのだ。

その理由から、アメリカの雇用者は柔軟な勤務形態を企業に要求し、企業も優秀な人材確

保と定着のためにさまざまな柔軟性を提供してその要望に応えている。一方、今まで見た

ようにシンガポールでは働き方の柔軟性がほとんどないのが現状だ。状況に応じて働く時

間帯や場所を選択できるアメリカとできないシンガポールを比較すると、「価値観」の違い

と「働き方の柔軟性」が、2カ国間の目立った違いとして表れ、それが出生率にそれなりの

影響を与えていることが示唆される。 

 

４．まとめ 

結婚サポート、住宅サポート、現金支給、税制優遇など、シンガポールの少子化対策には多

種多様な結婚・子育て支援があり、非常に充実している。このような現状の中、今後早急に
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対応すべき課題は「働く環境」の整備だ。2008年にようやく 16週間に延長されたが、それ

でも短い出産休暇。短時間勤務という選択肢はほとんどなく、フレックスタイム導入率は 3

－5％前後。そして、性別に関わらず雇用者の 90％以上が週 40時間以上働いている。家政

婦や祖父母のサポートがあるにしても、このような硬直的な働き方や共働き夫婦の長い労働

時間は、出生率には極めてネガティブな影響を与える障害要素である。 

 

その効果的対応として求められるものは働き方の柔軟性だ。強いキャリア志向を考えると、

あまり長い出産休暇や時短勤務は敬遠されるだろうが、有給出産休暇を 6ヶ月～10ヶ月に

延長することや、フレックスタイムや在宅勤務のようにフルタイムで働きながらも個々の状

況に応じて柔軟に働きける時間帯や場所を勤務形態の選択肢として提供することにより、欧

米諸国のように仕事と家庭の統合がはるかにやりやすくなる。 

 

実際、2006年の「少子化社会に関する国際意識調査」でも、育児支援として重要な施策を

聞いたところ、「フレックスなどの柔軟な勤務形態の推進」がアメリカ、フランス、スウェ

ーデンで一位として挙げられた。また欧米では「柔軟な勤務形態の推進がキャリア機会の

男女平等に貢献する」という調査結果も出ている。 

 

先ほど見たようにアメリカはシンガポールのように、出産休暇が短く、フルタイム同士の共

働きが多いが、出生率は 2.0を超える。そしてその出生率の違いを生み出す大きな影響要因

は、「価値観」と「働き方の柔軟性」だと個人的に感じている。アメリカでは会社と個人双

方がメリットを得ることが出来るようなやり方でフレックスタイム、テレワークや短時間勤

務などのさまざまな働き方の選択肢を提供し、機能している。アメリカと共通点の多いシン

ガポールは、アメリカの柔軟な勤務形態から参考にできることは多いはずだ。 

 

結婚に対してポジティブで、「結婚＝子ども」という価値観を強く持っているシンガポール

では、適切な異性に出会い結婚することが出生率を向上させる極めて重要な最初のステップ

であることがわかる。政府の結婚・子育て支援は手厚く、多くの人は現在の生活に満足し、

将来の見通しも明るい。そのような状況の中、シンガポールが婚姻率を上げ、晩婚化に歯止

めをかけ、働き方の柔軟性を高めれば、出生率のある程度大きな向上が期待されると感じて

いる。 

 

５．最後に 

主要なアジア諸国は先進諸国より短期間で経済が成長し、社会と家族構造が大きく変化し

ている。しかし、その急速な経済発展のスピードに国民の意識や価値観が追いついていな

いように見受けられる。一方、1980 年頃までに経済成長を達成した先進国では、価値観と

して物質的な豊かさだけでなく、それ以上に精神的な充実を求めており、また仕事だけで
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はなく家族も同じレベル、またはそれ以上に大切にする傾向が極めて強いのだ。 

 

また、欧米と決定的に違うと感じるほどアジアの際立った特徴は、子育て費用、特に教育

費が出産を躊躇するほど大きな負担となり出生率に大きく影響していることだ。欧米でも

子育ての経済的負担感はあるものの、出生率に目立った影響が見られない。しかし、シン

ガポール、日本、韓国では教育への価値観の強さと高学歴化に比例して教育に掛ける費用

が大きい。その負担はかなり深刻なレベルにまで達しており、アジアの出生率は「教育費」

抜きには語れないのである。 

 

欧米での出生率に関わるいろいろな常識が通用しない主要アジア諸国での状況を見ると、

「少子化」というテーマの複雑さを改めて実感する。例えば「女性の就業率が高いと出生

率が高い」という欧米での女性の就業率と出生率の関係性が、アジアでは見られない。ま

た、「女性の高学歴化が出生率を下げている」と言うが、高学歴女性が多いアメリカ、イギ

リスや北欧諸国の出生率は高い。「将来に希望が持てる国は出生率が高い」とも言われるが、

希望を持てるシンガポールの出生率は低い。 

 

少子化は、単に「女性が子供を産まなくなった」というのではなく、その国の社会・経済的

背景、経済成長のスピード、人々の価値観や意識、働き方そして今までの国の施策など、実

にさまざまな要因が深く、複雑に絡まりあって生じた現象なのだ。そのため、他国で出生率

向上に有効な施策が、自国で同様の効果が出るとはいいがたい。だが、他国の状況を自国の

事情に見合った独自の取り組みへの参考として捉えることはできるだろう。 

 

しかし、認識すべきは少子化に効く特効薬はなく、少子化対策の効果は短期間では表れない。

また、出生率の高い欧米諸国が仕事と家庭の両立支援に取り組んだ理由も出生率の向上のた

めではなく、子育てをしながらでも働きやすい環境づくり、家庭生活の質の向上や子どもの

健全な成長のためなのである。そしてそこに真の出生率向上の解決策が見えてくると思うの

だ。 

 

出生率を上げることだけを目標にするのではなく、又子育てをしやすくするためだけでもな

く、だれもが働きやすく生きやすい社会の構築に貢献する今後の日本の方針と政策に期待し

たい。 

  


