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　児童福祉法成立から今年で 72 年。これまでの児童保護中心の政策からすべての子
どもの福祉を掲げて政策展開がされてきました。
　戦後の混乱期を経て高度経済成長期へ、その後世界でも稀な速さで突入する少子高
齢化社会への対応、子ども虐待問題の多発、保育所待機児童の増加、子どもの貧困問
題の拡大等々、その時代の社会・政治・経済状況の変遷に応じて児童福祉法も大小幾
多の改正がなされてきました。直近の 2016（平成 28）年の改正では第 1条の理念に、
初めて子どもの権利条約の「精神にのっとり」との文言を加えた、画期的な内容と
なっています。
　またその間、それまでケアワークを担っていた「保母」の名称を国家資格の「保育
士」として、さらに保育士試験科目も「児童福祉」から「児童家庭福祉」となり、保
育士にはケアワークだけではなくソーシャルワークも担い、子どもの発達保障や子ど
もと家族の権利擁護をも視野に入れたさらなる専門的支援が期待されてきています。
　さて本書は、このような時代の要請に応えて、子どもの未来への懸け橋となること
を願いとした「みらい×子どもの福祉ブックス」シリーズのなかの「子ども家庭福
祉」です。このシリーズでは、読者が能動的・主体的に学ぶことができるよう、各
Chapter に「インプット・アウトプットノート」「３分Thinking」「イラストでのイ
メージづくり」を設けるなど、さまざまな工夫をしました。
　また執筆者には、子ども家庭福祉分野の現場職員や現場経験のある研究者に多数ご
協力いただきましたので、内容もとても充実したわかりやすいテキストになっていま
す。本書を子ども家庭福祉の関係分野に進みたい方の学びの書としていただけたら幸
いです。
　最後に、本書を刊行するにあたって、ご多用のなか精力的にご執筆いただいた諸先
生方、また出版社の㈱みらいの方々に心より御礼申し上げます。

　令和元年２月

監 修　喜多　一憲　
編 集　堀場　純矢　
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1 現代社会と子ども家庭福祉現現現現代現現現代社社社社代代社会社 と会社会会 子子とと子 ももどども 庭家も 庭家も家 福庭福庭庭福祉祉福祉祉福福祉祉祉現代現現 社社代 と会社 子と もど 庭家も家 福庭庭 祉祉福祉

●イメージをつかむインプットノート

Section１１１１「少子高齢社会から見える子どもと家庭を取り巻く現状」のアウトライン
　現在の日本は、人口に占める高齢者の割合が増加し、子どもの割合が減少するという「少
子高齢社会」になっています。この少子高齢化が子どもとその家庭にもたらす諸問題につ
いて、その要因とともに学びます（p.11）。

　 □ 少子化　□ 高齢化　□ 合計特殊出生率　□ 1.57 ショック
　 □ 未婚化　□ 晩婚化　□ ワーク・ライフ・バランス

Section２２２「子どもと家庭を取り巻く環境の変化と生活問題」のアウトライン
　高度経済成長期以降の子どもと子育て家庭、地域社会を取り巻く環境の変化について学
び、今後の子育て家庭に対する子育て支援や保育者のあり方についての気付きを得ます
（p.22）。

　 □ 高度経済成長
　 □ 都市化
　 □ 子育て支援
　 □ 子どもの遊び場
　 □ 地域社会

は、社会保障費の増大↑・担い手不足↓ だけの問題ではない……

昔の遊び 今の遊び
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•少子高齢社会になるとあなたの現在や将来の生活にどんな影響があるか考考えてみましょう（影響
がないという意見もOKです）。

??

33333333 ThinkingThinkingTTThThhihinnnknkkikinnngngii ii ggTTThThiinnkkkikinnngngTThhiinnkkiinngg分分分分

少子少子高子高高齢社齢社会社会会かかからら見見見ええるえるる子子子どもどもとと家庭家庭庭ををを取りり巻巻く現状現状

１　少子高齢化の現状状現のの現状の齢高高齢化高少少子１

 現在、日本は総人口に占める高齢者の人口割合が増加し、一方で子どもの人口割合

が減少しています。このような社会を「少子高齢社会」といいます。

①少子化の現状
　少子高齢化とは、子どもの出生数が減り、全人口に対する子どもの人口割
合が低く、高齢者（65歳以上）の人口の割合が高くなることをいいます。こ
こでは、少子化の現象を見ていきますが、代表的な指標としては、年ごとに
生まれた子どもの数を示す「出生数」と、一人の女性が生涯に出産するであ
ろう子どもの平均の数を示す「合計特殊出生率」*１が用いられます。

＊１ 合計特殊出生率
15 ～ 49歳までの女
性の年齢別出生率を合
わせたものです。

300

250

200

150

100

50

0

4.32

第一次ベビーブーム（1947～49（昭和22～24）年）
第二次ベビーブーム
（1971～74（昭和46～49）年）

1949年
（昭和24年）
最高の出生数
2,696,638人

出生数
合計特殊出生率

ひのえうま
1966（昭和41）年
出生数　1,360,974人
合計特殊出生率　1.58 1973（昭和48年）

出生数　2,091,983人

1989（平成元）年
合計特殊出生率　1.57

2005（平成17）年
最低の合計特殊出生率　1.26

2017（平成29）年
最低の出生数
946,065人

1.58

2.14

1.57
1.26

1.43

5

4

3

2

1

0
1947 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10

合
計
特
殊
出
生
率

出
生
率

15 2017（年）

（万人）

図１－１　　出生数および合計特殊出生率の年次推移
p出典：内閣府『令和元年版少子化社会対策白書』日経印刷　p. ５

資料：厚生労働省「人口動態統計」
注　：2016（平成28）年の出生率は97万6,979人（概数）となっています。
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　図１－１のうち、出生数の推移を見ると、第一次ベビーブーム *２期の
1949（昭和 24）年の 269万 6,638 人を最大にして、その後減少したの
ち、第ニ次ベビーブーム期の 1973（同48）年には 209万 1,983人と増
加しましたが、1970年代半ばから現在まで日本の人口は減少傾向を続け
ています。合計特殊出生率は 4.00 を超えていた第一次ベビーブーム期を
ピークに年々低下傾向にあります。丙

ひのえ

午
うま

*３にあたる 1966（同 41）年は
1.58 となりましたが、それでも第ニ次ベビーブーム期のころまでは 2.00
を上回る状況にありました。
しかし、出生数の減少と同様に 1970年代半ばからも低下傾向が続き、

1989（平成元）年には丙午の年を初めて下回る 1.57 を記録しました。こ
れは、いわゆる「1.57 ショック」といわれ、少子化の問題が人々に広く
知られるきっかけとなりました。2015（同27）現在の出生数は年100万
5,677人となり、５年ぶりに前年の値を上回りましたが、減少傾向にある
状況には変わりありません。また、合計特殊出生率は 2005（同 17）年に
過去最低の 1.26 を記録したのち、緩やかに回復していき 2017（同 29）
年は 1.43 となりましたが、日本の人口置換水準 *４は 2.07 程度と推計さ
れており、今後も人口減少が予測されます。

②高齢化の現状
　国際連合では、「総人口に占める 65歳以上の人口が占める割合」を高齢
化率と定めています。一般的には、高齢化率が７％を超える社会を「高齢化
社会」、14％を超える社会を「高齢社会」、21％を超える社会を「超高齢化
社会」と呼んでいます。総務省の調べによると、2018（平成30）年 10月
１日現在の日本の人口のうち 65歳以上の高齢者は 3,500万人を超え、高
齢化率28.1％の超高齢社会になっています。なお、2065（令和47）年は
高齢化率が 38.4％と推計されています（図１－２）。
　高齢化の進行は、介護が必要な高齢者の増加にもつながっていきます。ま
た高齢化率の上昇は、少子化に影響されるものでもあるため、両方の視点か
ら少子高齢化の現状を捉えていく必要があります。

③少子化・高齢化の社会的影響
このまま合計特殊出生率の値が人口置換水準よりも低い状況が続くと、日

本の人口は減少を続けていくことになります。また、少子高齢化の進行は子
どもの数が減ることのみならず、将来的な働く年代の人たちの減少、つまり、
労働力の確保が難しくなり、生産性が低下することにつながります。日本の
社会福祉や社会保障の仕組みは保険料や税金から成り立っているため、この

＊２ ベビーブーム
特定の地域で一時的に
新生児誕生率（出生率）
が急上昇する現象をい
います。戦後間もない
1947（昭和 22）～
1949（同 24）年生
まれの世代を第一次ベ
ビーブーム世代とい
い、年間出生数は約
270 万人に及びまし
た。堺屋太一の小説に
由来し、「団塊の世代」
とも呼ばれます。
第一次ベビーブーム世
代の子どもにあたる、
1971（ 昭 和 46）～
1974（同 49）年生ま
れの世代を第ニ次ベ
ビーブーム世代とい
い、年間出生数は約
210 万人となりまし
た。

＊３ 丙午
干支の組み合わせの一
つ（午年）になります。
「この年に生まれた女
性は気性が荒い、夫が
早くに亡くなる」など
の迷信があったことか
ら、この年の出生数が
極端に少なくなる現象
が起こりました。

＊４ 人口置換水準
人口が長くにわたって
安定的に維持される基
準（増加も減少もしな
い出生水準）を示した
ものです。

見本



27

●学びを振り返るアウトプットノート
年　月　日（　）　第（　）限　　学籍番号　　　　　　　氏名　　　　　

❖ この Chapter で学んだこと、そのなかで感じたこと

❖ 理解できなかったこと、疑問点

❖ ＴＲＹしてみよう ❖
1 少子高齢化とは、（　　　）歳未満の人口が減少し、（　　　）歳以上の人口が増加する

ことである。
2 （　　　　　　　　　）は、15～ 49歳までの女性の年齢別出生率の合計であり、一
人の女性が生涯に生む子どもの数の平均を表している。

3 日本の少子化の要因には、「（　　　　　）・晩婚化」「（　　　　）・子育てをめぐ
る意識の変化」といった問題のほか、「（　　　　　　　　）（仕事と生活の調和）」
が整っていないことや非正規雇用といった就労状況などの問題があげられる。
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