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提言要旨 

はじめに 

 

 4人に1人が高齢者という超少子高齢化社会を迎えた我が国では、三世代家族から核家族へ、そ

していまや単独世帯の数が核家族を上回るという急激な世帯構造の変化が起きている。そしてそ

の変化の中で、高齢者の孤立死、年間3万人を超える自殺、児童虐待・DV（ドメスティック・バ

イオレンス）・高齢者虐待の増加など、様々な社会的課題が噴出している。また少子化によって

現役世代が急激に減少し、国としての活力は低下、世代間扶養の原則によって成り立つ年金制度

はまさに破綻の際にある。現在の我が国は先の敗戦以来の、質の異なった国家的危機に直面して

いると言えよう。 

 では今、我が国が早急に取り組むべき課題は何か。それは家族を再生し、「家庭」を単位とす

る国づくりであろう。 

 日本の高度経済成長を支えてきた家庭の基盤は、核家族化と少子化の進行により急速に失わ

れ、「家庭」単位から「個人」単位への政策転換、特に男女共同参画をはじめ家庭破壊思想を根

本に持つ「家族弱体化」政策によって、子育てや介護に様々な軋轢を引き起こしているという実

態を直視しなければならない。 

 家族と地域が強固な絆でつながれた美しい日本再生に向けて、本稿では家庭強化による人づく

り、家庭基盤を強化する子育て支援と家族政策のあり方について提言を行いたい。 

 

 

１．政治家と行政府は「家庭と結婚の価値」に関する国民的意識を啓発せよ 

 

 私達は、東日本大震災で1万8千余名の犠牲となった人々に手を合わせた。今こそ、大自然の摂

理の前に謙虚になり生かされている生命、授けられた生命に感謝するという原点に立ち戻るべき

である。その生命の原点こそ結婚であり、家庭なのだ。国家を存立の危機から救出出来るのは、

国民が「家庭と結婚の価値」に気付く事である。そのために、政治家と行政府は「家庭と結婚の

価値」に関する国民的意識を啓発すべきである。 

 

 

２．憲法に「家族尊重条項」を設けよ 

 

 国づくりの根幹になるのは憲法である。ゆえに「家庭を単位とする人づくり、地域づくり、国

づくり」を進めるには、憲法における家庭観が重要である。 

 しかし驚くべきことに、日本国憲法には、諸外国の憲法あるいは世界人権宣言や国際人権規約

では一般的な規定である「家族尊重条項」が存在しない。 

 例えば、「家族」に言及した第24条第2項は「…離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事
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項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならな

い」と、「離婚」を「婚姻」より先に記しているほど個人の価値に重点が置かれている。 

 ただ、ここ数年、憲法改正へ向けた議論が盛んになされている。この時こそ、家族再生への施

策を打ち出すためにも、憲法に家族尊重条項を設けるべきである。 

 

 

３．家庭と結婚の価値を重視し保護している現行民法の条項を堅持せよ 

 

 家庭は新しい生命の誕生と育成の厳粛な場である。だからこそ、わが国の民法は家庭と結婚に

ついて保護する規定を明記している。例えば、①婚姻の届出（739条）、②重婚の禁止（732
条）、③同居、協力及び扶助の義務（752条）、④裁判上の離婚<守操義務>（770条1）、⑤夫婦

同氏制度（750条）、⑥嫡出の推定<嫡出子制度>（772条）、⑦法定相続分（900条4）、⑧再婚禁

止期間（733条）などである。 

 第3次男女共同参画基本計画（2010年12月閣議決定）に明記されている「選択的夫婦別氏制度

等のための民法改正の検討」は、民法の家庭・結婚に関する保護の規定を廃止し、わが国の家庭

を根底から破壊させようとする政策以外の何ものでもない。家庭の破壊は、国家の破壊に繋が

る。家庭・結婚の価値を尊重し、重視している現行民法の条項を堅持すべきである。 

 

 

４．国は家庭強化のための法整備を、地方自治体は「家庭強化都市宣言」等  

を制定せよ 

 

 国は家庭強化のための施策を早急に実施すべきである。そのための基本法並びに必要な法整備

を進めるべきであり、「家庭は、社会の自然かつ基本的な集団単位であって、社会及び国の保護

を受ける権利を有する」と記した世界人権宣言第16条第3項に基づき、家庭と結婚の価値を基本

理念とする基本法の制定並びに必要な法整備を進めるべきである。また地方においては「家庭強

化都市宣言」及び「家庭強化条例」等を制定し、家庭と結婚の価値の基本理念を自治体の基本計

画に位置づけるなど、家庭強化のための政策をつくるべきである。 

 

 

５．公教育に「健全な家庭人、健全な社会人、健全な国民」育成のための人

格教育を展開せよ 

 

 公教育の中で家庭の価値を明確化し、人格教育を推進すべきことを提起しておきたい。家庭の

価値は人類に普遍的なものである。このような教育政策を進めることで家族の絆を大切にする日

本人の意識を理念的、実際的に支持し、日本の家庭基盤をより永続的で強固なものにすることが
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できると考える。 

 教育の目的は何か？それは「人格の完成」である。このことは教育基本法においても明確に掲

げられている。本提言は人格教育の立場から、個人の人格の陶冶の目的は、まず家庭において結

実すべきであると提起する。そのような人格教育のモデルを提示し、その普遍性を説き、広く教

育において展開すべきである。 

 

 

６．三世代家族を単位とした税制、福祉制度を確立せよ 

 

 現在の家族政策の多くが、「個人」を単位にしたものであり、家族を解体してしまう方向性を

有する。それに対して家族をより強くする政策に転換すべきである。 

 有効な政策の一つが、三世代家族を単位とした税制の採用である。三世代家族には子育てはも

ちろん、出生率や教育面などで様々な利点があると言われている。 

 具体的には、まず課税方式の視点を変える。これは三世代家族の所得合計（家計所得）を家族

の人数で割って一人当たりの家計所得を算出し、それに累進課税を課すという方式である。仮に

祖父母と子供夫婦が同居でなく近距離に住んでいる場合でも、一つの家族と見なす。この方式で

は、税を払うのも補助金を受け取るのも家族単位になる。また、公共住宅などで子供家族が住ん

でいる部屋の隣室や下の階などに優先的に入居を許可する政策、離れて暮らす子供家族と高齢者

家族の間で様々な形で助け合っている場合は「一家族」と認定し、所得税率を抑えることによっ

て、家族間の頻繁な往来を支える。 

 

 

７．子育ての社会化を改め、「子供は家庭で育てる」基本政策に転換せよ 

 

 子育ての第一義的責任は社会ではなく父母にあるのはいうまでもない。しかし、過去20年にわ

たる政府の家族政策をみてみると、本来家庭で担うべき子育てや介護などの役割を外部の機関が

担うという、「子育ての社会化」「育児の外注化」政策を推し進めてきた。 

 政府が今年3月に決定した新たな子育て支援策「子ども・子育て新システム」の問題点は、い

つでも必要な時に子供を預けられる「子育てのコンビニ化」が目標になっている点だ。子育てを

効率化することは、働く大人には好都合かもしれないが、子供の健全育成には明らかにマイナス

である。子供の健全育成という視点は、当然第一に考えなければならないことである。 

 子育て世代の母親の8割が「子供が3歳くらいまでは育児に専念したい」と願っている。ゆえ

に、まず子育てに専念したい親の願いに応える子育て政策を進めるべきである。その上で、働く

親への支援は、子供の成長発達段階に配慮し健全育成に重点を置いたものでなければならない。 

 

 

平和政策研究所 子供・家庭・教育研究部会   
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「個人」単位社会から 

「家庭」単位社会確立への提言 
－家庭解体政策を改めよ－      

はじめに 

 

 少子高齢化が急速に進み、4人に1人が高齢者という超少子高齢化社会を迎えた我が国では、多

人数で良きコミュニケーションをとりながら幸せに暮らす家族の姿が急速に失われつつある。戦

後、三世代家族から核家族へ、そしていまや単独世帯が3割を超えて「夫婦と子供世帯」を上回

り、最多の家族類型になるという世帯構造の急激な変化のなかで、高齢者の孤立死、年間3万人

を超える自殺、児童虐待・DV（ドメスティック・バイオレンス）・高齢者虐待の増加など、

様々な社会的課題が噴出してきている。また少子化によって現役世代が急激に減少し、国として

の活力は低下、世代間扶養の原則によって成り立つ年金制度はまさに破綻の際にある。 

 我々は今日まで幾多の危機を乗り越えてきたが、現在の我が国は先の敗戦以来の、質の異なっ

た国家的危機に直面していると言えよう。 

 では今、我が国が喫緊に取り組むべき課題は何か。それは家族が本来持っている機能を再生

し、「家庭」を単位とする国づくりであろう。 

 日本の高度経済成長を支えてきた家庭の基盤は、核家族化と少子化の進行により急速に失わ

れ、「家庭」単位から「個人」単位への政策転換、特に男女共同参画をはじめ家庭破壊思想を根

本に持つ「家族弱体化」政策によって、子育てや介護に様々な軋轢を引き起こしているという実

態を直視しなければならない。家族は人間が形成しうる最高の組織である。 

 家族の生活の場である家庭は本来、家族構成員の生活的な保障をする機能と、愛情や精神的な

安らぎを充足させる機能をもつ。文部科学省の情動に関する検討会（「情動の科学的解明と教育

等への応用に関する検討会」）は2005年の報告書で、子供の情動を育てる上で母親をはじめ家族

からの愛情を受けることが望ましいと指摘している。子供にとっては親に心から愛されているこ

とを実感することが成長の第一歩なのである。家庭はまた、子供たちに文化、価値観を伝承する

場である。こうした家庭の役割を抜きに社会は成立し得ない。言うまでもなく、家庭はまさに国

家と社会の基本的な構成単位なのである。 

 東日本大震災を契機に、我々日本人は家族の絆や地域とのかかわりの大切さに再度気づいた。

いかに物質的に満たされても、人は独りでは生きられないという自明の理が思い出されたのであ

る。 

 家族と地域が強固な絆でつながれた美しい日本の再生に向けて、本稿では家庭強化による人づ

くり、地域と国家の再生、家庭基盤を強化する子育て支援、望ましい家族政策のあり方について

提言を行いたい。 
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Ⅰ．日本の家庭の現状と男女共同参画基本政策がもたらした問題点 

 

 日本の家庭は今、どのような状況にあるのか。少子高齢化の急速な進行は、かつて他の先進国

が経験したことのないレベルで進んでいる。例えば、高齢化率（65歳以上が人口に占める割合）

が7％から14％に達するまでの所要年数（倍化年数）を比較すると、フランス115年、スウェーデ

ン85年、ドイツ40年、イギリス47年に対して、我が国はわずか24年（1970年から1994年）で14％
に達した（内閣府『平成24年版高齢社会白書』）。 

 しかし政府は、こうした状況に対して効果的な対策を打ち出せないでいる。そして児童虐待や

高齢者虐待の急増は、本来愛情で結ばれているはずの家族関係が大きく揺らいでいることを示

し、さらに子供たちの暴力行為や性の低年齢化など、家庭が子供たちの規範を育てる力を失いつ

つあることを示している。この数十年にわたって続いてきた「個人中心主義」の政策が家庭崩壊

を推し進めてきたのである。わが国は今まさに深刻な「日本病」に陥っていると言えよう。 

 

１．「個人」中心主義がもたらした家族機能の崩壊 

 

少子高齢化の急速な進行 

 

 1970年代前半の第2次ベビーブーム以降、我が国の出生数は毎年ほぼ減少を続けている。1990
年には合計特殊出生率（１人の女性が生涯に生む子供の数の推計値）が過去最低の1.57に落ち込

んだことが公表され、社会に大きな衝撃を与えた（「1.57ショック」）。 

 この事態に、政府は「仕事の子育ての両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくり」に向

けて、1994年、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンゼルプラン）を

策定。保育所の量的拡大や延長保育等の多様な保育サービスを掲げる。さらに1999年には新エン

ゼルプランを策定した。 

 しかし、こうした施策が打ち出されたものの、合計特殊出生率は2005年には過去最低の1.26ま
で落ち込んだ。その後わずかに持ち直したものの、2011年は1.39。人口維持に必要な2.08を大き

く下回ったままだ。50年後の2060年、日本の人口は現在の三分の二、8674万人まで減少すると予

測されている（国立社会保障・人口問題研究所『将来推計人口』.2012）。 

 少子化の最大の原因は非婚化、晩婚化にある。2011年のデータによると、平均初婚年齢は夫

30.7歳、妻29.0歳で、この20年間で2～3歳も上昇している。それと共に高齢出産も進行し、第1子
出生時の母親の平均年齢が初めて30歳を超えた（30.1歳）。また、男性の2割、女性の1割が、生

涯結婚しないか結婚できない状況にある（生涯未婚率：50歳時点の未婚率）（厚生労働省『平成

23年人口動態統計』）。 

 なぜ非婚化や晩婚化が進んでいるのか。原因としてよく言われているのは、非正規雇用の増加

をはじめ景気の影響である。しかし、非正規雇用の増加は2000年以降であり、未婚率はそれ以前

から上昇を続けていることから、経済格差が必ずしも結婚を思いとどまらせる理由にはならない

との声もある。 
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 実際、「結婚しない理由」として20代後半から30代前半で目立つのは「適当な相手にめぐり会

わない」の他、「結婚の必要性を感じない」「自由な時間がなくなる」「気ままな生活ができな

い」といった、個の自由を重視する個人主義的な考えである。 

 ところで、長年、家庭教育の啓発に取り組んでいる永池榮吉氏（社団法人スコーレ家庭教育振

興協会会長）は、「日本型個人主義」は欧米と違って「神」を持たないため、人間としての尊厳

性を根源的に支えるものがない、一神教の倫理観にあたる伝統的な家族道徳も失われ、「家族の

絆を育てる教育よりも、個人の自由や権利を強調する教育が主流となってしまい、世代を重ねる

ごとに、『個族』への悲惨な道を歩むことになった」と、「神」なき日本型個人主義が家族に重

大な問題を引き起こしたと指摘している（「新しい家庭像への試論」.『家庭教育研究』第17
号.2012）。 

 このように少子化対策の問題には、経済の論理だけではなく、価値観の問題が深く関わってい

るのである。 

 

「単独世帯」が最多、離婚の割合が上昇 

 

 家族形態では「単独世帯」が全体の約3割を超え、「夫婦と子の世帯」を上回って最も多い形

態となっている。高齢者の単独世帯も増えており、今後、孤立死などの問題がさらに深刻化する

可能性が高い。 

 一方で、かつては一般的だった三世代家族は7.1％にまで低下した（総務省『平成22年国勢調

査』）。三世代の減少は、出生率にも影響を及ぼす。平成15年版厚生労働白書は「南関東、北海

道、近畿など三世代同居比率の低い地域ほど出生率が低いという順相関関係がみられる。三世代

同居比率は2001年には約1割にまで低下しており、こうした三世代同居比率の低下が出生率にも

影響している可能性がある」と指摘している。 

 また、厚生労働省のまとめによると、2011年の婚姻件数は66万1895組、離婚は23万5719組であ

る。年間の件数を見ると結婚と離婚の割合が約3対1となり、30年前（5対1）、20年前（4.3対1）
に比べて、離婚の割合が高まっている。実質的に結婚生活が破綻している「家庭内離婚」を含め

ると、件数以上に家庭崩壊が進んでいると言えよう。 

 さらに離婚による母子家庭が増え、児童扶養手当受給者数（離婚や死別により母子・父子家庭

になった児童に支給）が急増している。総務省の国勢調査によると、2010年度の母子世帯数は76
万世帯だが、約８割が離婚によるもの。このままでは財政をさらに圧迫することになる。 

 

実母・実子による児童虐待、高齢者虐待の増加 

 
 全国の児童相談所が2011年度中に相談・通報を受けた児童虐待相談件数は5万9862件（速報）

に上り、調査を開始した1990年から21年間で50倍以上増えた（厚生労働省『平成23年度の児童相

談所での児童虐待相談対応件数』）。虐待の加害者は約半数が実母であり、加害者自身が親から

虐待を受けた体験を持つ「虐待の世代間連鎖」も多い。 

 また児童虐待事件で警察に検挙された者のうち、「養・継父」や「内縁の夫」など実母の離婚

を機に同居するようになった男性による虐待が実父母とほぼ同じで、３割を超えている。夫婦関
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係の破綻が子供への虐待事件につながる可能性が高いことを示すものだ。 

 さらに近年、クローズアップされている問題が高齢者虐待だ。厚生労働省の調査では、2010年
度、家族など養護者による高齢者虐待が1万6668件に上る。介護疲れなどのストレスから虐待に

走るケースが多い。 

 

家庭の教育力と規範意識の低下 

 

 教育現場に目を向けると、小中高生の暴力行為は5万5899件で、この3年間は6万件前後で推

移。いじめは7万231件だ（文部科学省『平成23年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に

関する調査』）。暴力やいじめの背景には、子供たちの耐性の欠如、情緒の不安定さ、規範意識

の低下などが指摘されているが、家庭の教育力の低下、児童虐待の増加など家庭環境の悪化で、

子供の暴力行為が表出しやすい状況がある。 

 性行動の乱れも歯止めがきかない状況だ。東京都内の高校3年男子の性体験率は47.3％、女子で

は46.5％で、ほぼ2人に1人が性体験を持っている（東京都幼・小・中・高・心性教育研究会『児

童・生徒の性意識性行動調査』.2008）。 

 また、日本青少年研究所の『高校生の生活と意識に関する調査』（2004）によると、「親に反

抗すること」が「本人の自由」と回答したのは、日本が 55.1％と唯一半数を超え、米

（32.0％）、中（18.8％）、韓（9.4％）を大きく上回っている。個の自由だけが強調され義務や

責任が軽視される中、子供からは親の言いつけを守るという気持ちが薄れ、親は子供に口出しし

ないことを善しとする雰囲気が日本社会に蔓延しているのである。 

 

生活保護210万人、親の扶養は国任せの状況 

 

 一方、厚生労働省のまとめによると、生活保護受給者は210万人を超え、その年間支給額は実

に3兆7000億円。このうち不正受給は2009年度時点で2万件、約102億円に上る。しかも、働かず

して生活保護を受給する方法を指南する若者向けのＤＶＤまで発売されているというのである。 

 さらに、扶養能力があるにもかかわらず、親の面倒をみないで、高齢の親が生活保護を受給し

ているケースが問題になっている。親子のつながりが弱まる一方、親の老後保障は国の責任だと

考える者が増えている。 

 本来、我々は自由と自立、つまり「自助」を生活の基本としている。そして、その基礎には社

会の基本単位としての家族がある。家族の中で人は育ち、学校や社会と関わりながら様々な能力

を身につけて自立していく。しかし病気など何らかの理由で生活が困難になった場合は、家族や

親族が助け合う、または保険等の「共助」で支える。それでもなお困難を克服できなければ、生

活保護という「公助」で生活を保障しながら、自助に戻れるように支援する。これが社会保障の

基本である。 

 ところが、個人中心主義による家族の絆を軽視する風潮は、結果として「公助」を当然視する

人々を生み出した。社会保障の基本であるべき「自助」「共助」「公助」の精神を無視した公助

の肥大化が進めば、国も破綻することになる。 
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家族の弱体化がもたらす「モラールハザード」 

 

 経済学者の安宅川佳之氏（元日本福祉大学教授）は、「少子化現象」はモラールハザード現象

（心理的危険事象＝ここで言うモラールは士気・勤労意欲）と捉えるべきで、「社会保障制度が

充実した結果、高齢期の生活保護を国に頼ることとなり、家族による生活保障の時代には意識さ

れていた『世代間扶養の摂理』（子どもを産み育てることの重要性）を忘れてしまったことによ

る」としている（『家族と福祉の社会経済学 少子化から日本を救う処方箋』.日本経済新聞

社.2010）。 

 また、福祉の概念が社会に定着し、介護保険制度や市場経由の介護サービスが安価に提供され

るようになった結果、家族内介護という考え方が必要以上に軽視されるようになってしまったと

いう。後続世代は親の老後保障を自らの責任という以上に、国の責任（つまり国の社会保障制度

によって支えるもの）と捉えているのだ。 

 現在は、世代間が互いに支え合う「共生」の時代から、各世代が消極的な意味で互いから独立

する「世代間対立」へと変化している。「世代間対立」は、自らの世代のみを中心として財産や

資源の消費を考える、個人的で自己中心的な考え方がその根底にある。安宅川氏はこの「世代間

対立」から拡大する少子化を脱するには、まず現役世代の個人的な欲望に歯止めをかけ、現役世

代の生活パターンを後継世代の効用を重視したものへと変化させる必要があると言う。利他主義

の根源に立ちかえって、子供を産むことの意義を国民全体が根本的に考え直すことが必要だとい

うのである。 

 

２．先見性があった大平内閣の「家庭基盤充実政策」 

 

 今から30年以上前の昭和50年代、高度経済成長に陰りが見え始めた頃に、未来を見据えて国家

再建の道筋を示そうとした大平正芳内閣の取り組みが注目されている。その先見性は戦後政治の

自由主義社会・経済の弱点にいち早く気付き、国家再建の基本を家庭に置き、そのための基本的

施策に取り組もうとした点にある。 

 大平首相は1978年（昭和53年）12月に内閣総理大臣に就任し、1980年（昭和55年）6月に亡く

なっている。わずか1年半の政権に過ぎない。それでも注目すべきは、首相の私的諮問会議とい

う形で九つの研究グループを作り、将来を見据えた研究を行っていたことである。 

 1979年1月の施政方針演説で、大平首相は「文化の重視、人間性の回復をあらゆる施策の基本

理念に据え、家庭基盤の充実、田園都市構想の推進等を通じて、公正で品格のある日本型福祉社

会の建設に力をいたす方針であります」と述べている。 

 首相は「家庭基盤の充実」「田園都市国家の構想」「総合安全保障」「文化の時代の経済運

営」「環太平洋連帯研究」などのテーマを掲げ、各々30歳代から40歳代の比較的若い学者、つま

り21世紀の日本を担う人々に研究させた。今日、その研究成果は日本の行くべき道に大きな示唆

を与えている。 
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家庭の機能強化をめざした「日本型福祉社会」 

 

 一方、同時期の1979年8月、自由民主党は『日本型福祉社会』という研究書を発刊した。この

内容も実に興味深いものがある。 

 当時、先進的とされた英国型・スウェーデン型の福祉社会は、財政負担が大きく、しかも国民

のモラルが退廃して行き詰まると危惧。日本がめざすべきは、英国型でもスウェーデン型でもな

い、「日本型福祉社会」であると提案している。 

 例えば、まず「個人の自助努力」が第一で、「個人のリスク負担能力の限界を超える場合には

社会的なリスク負担システムを工夫し、国家が最後のリスク負担者となる」という考え方であ

る。 

 次に「『無力な個人』を直接国や地方自治体が保護するという発想ではなく、家庭、企業（お

よび同業者の団体など、各種の機能的集団）が従来から福祉の重要な担い手であったという日本

的な特色を今後もできるだけ生かしていく」「個人を包む最小のシステムである家庭の基盤の充

実を図り、安全保障システムとしての家庭の機能を強化すること」を重視すると述べている。 

 「家庭基盤の充実」研究グループも1979年の段階で、「英国病」を引き起こした英国やス

ウェーデンのような福祉国家の道を突っ走ると、財政面でも国民精神の面でも、必ず破綻すると

指摘している。 

 1980年8月に出された同研究グループの報告書は、日本型福祉は国家が主体となるのではな

く、その前に家庭や地域、企業などを福祉の担い手として期待し、国はそれらの基盤を充実させ

る政策を採るべきという政策を提言しているのである。 

 

家庭を税制面で支える 

 

 この提言を受けて、1984年には所得税の配偶者控除のための限度額が引き上げられ、同居老親

の特別扶養控除が導入された。1985年には専業主婦の基礎年金第三号被保険者制度、贈与税の配

偶者特別控除が導入された。さらに1987年に所得税の配偶者特別控除導入、1989年には配偶者特

別控除の拡充が行われた。 

 このように1980年代、大平内閣の提唱による家庭基盤の充実政策、具体的には国として家庭を

税制面で支え、また専業主婦については老齢年金による優遇策が拡充されたのだった。 

 大平内閣から始まった一連の政策は、かなりの先見性があったといえる。 
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３．1990年代以降、「家庭」中心から「個人」中心への政策転換 

 

男女共同参画社会基本法の施行 

 

 ところが1990年代に入ると、これとは全く逆の動きが始まる。 

 大平首相の死去により内閣が代わった後の1985年、日本政府は過激なフェミニズム思想の影響

を受けた国連「女子差別撤廃条約」を批准した。同条約では男女の「区別」自体を「差別」とし

て否定している。さらに1994年6月には社会党の村山富市内閣が発足。7月に「男女共同参画推進

本部」の設置を閣議決定、男女共同参画審議会が本格的に動き始める。特に、同審議会の専門委

員にラディカル・フェミニストと言われる大沢真理氏（東京大学教授）が就任、男女共同参画の

基本理念は専業主婦を敵視し、家庭破壊をもくろむジェンダーフリー思想の強い影響を受けたも

のとなった。 

 また同年、社会保障制度審議会が『社会保障将来像委員会第二次報告』を発表、「世帯単位中

心のものから、できるものについては個人単位に切り換える必要がある」とした。キーワードは

「世帯単位から個人単位へ」であった。 

 次に、1997年、橋本龍太郎内閣が『男女共同参画2000年プラン＆ビジョン』を打ち出した。こ

の中でも「様々な態度・慣行の中に残されている世帯単位の考え方を個人単位にあらため」と述

べられている。具体的な取り組みとして、夫婦別姓、配偶者に係る税制、国民年金での雇用者の

被扶養配偶者（第三号被保険者）などの問題を、男女共同参画社会の形成の観点に立って検討・

見直すとしている。 

 そして1999年に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、翌2000年には「男女共同参画

基本計画」が閣議決定され、本格的な展開を見ることになる。 

 2001年には、経済産業省の研究会が、年金の第三号被保険者制度の廃止を提言。小泉純一郎内

閣の経済財政諮問会議は「骨太の方針」の中で、社会保障を専業主婦モデルから共稼ぎモデルへ

転換することを明らかにした。 

 さらに2002年、同じく小泉政権の「骨太の方針第二弾」で「男女共同参画社会を構築し」、税

制においては配偶者に関する控除等を検討すること、また「『男女共同参画社会』の理念とも合

致した年金制度」の構築を打ち出した。 

 そして民主党政権となった後、2010年12月には『男女共同参画第三次基本計画』が発表され、

この中でも「男性片働きを前提とした世帯単位の制度・慣行から個人単位の制度・慣行に変更す

る」「個人所得課税については、従来は片働き夫婦子二人世帯を標準世帯と考えて検討される側

面が強かったが、今後は個人を中心とした考えを重視する必要がある。…配偶者控除の縮小・廃

止を含めた税制の見直しの検討を進める」との一文が入るに至っている。 

 

推し進められた「子育ての社会化」政策 

 

 過去20年にわたる政府の家族政策をもう少し詳しく検証してみると、本来家庭で担うべき子育

てや介護などの役割を外部の機関が担うという、「子育ての社会化」政策が推し進められてきた



ことが分かる。 

 「育児の外注化」という言葉が表しているように、働く母親が仕事と家庭を両立できるように

との名目のもと、子育てに関わるあらゆるサービスが拡大してきた。政府の子育て支援策は、少

子化対策として打ち出された1994年の「エンゼルプラン」以降、働く母親の子育て支援としての

保育所の量的拡大に重点がおかれた。 

 子育て中の女性を労働力として活用するとの方針のもとに、短時間・長時間保育、休日保育、

病児・病後保育、駅前保育といった多様な保育ニーズに対応できるやり方が拡大。1999年施行の

「男女共同参画社会基本法」が保育所の量的拡大を後押しした。だが、こうした政策で少子化に

歯止めがかかることはなかった。 

 そして、2010年閣議決定の「子ども・子育てビジョン」は「少子化対策」から「子ども・子育

て支援」へ視点を移した。「家族や親が子育てを担う」のではなく、「社会全体で子育てを支え

る」という考え方を基本に置いた。まず打ち出されたのが「潜在的保育ニーズに対応した待機児

童の解消」。2014年までの数値目標として、保育園定員数241万人、3歳未満児の保育利用率

35％、病児・病後保育や延長保育の拡充などを掲げた。子育ての社会化を一段と推し進めようと

する姿勢には、働く大人の都合はあっても、子供の健全育成にとって何が大切かという視点は見

えない。 

 

 

４．見直される家族の絆と地域の絆 

 

 ただ、こうした「個人」中心への政策転換が、実際には多くの国民の意識や願いとかけ離れて

いることを示すデータも出ている。家族や地域の絆が弱くなったと言われる半面、国民の間には

ここ数年、家族を見つめ直そうとする傾向が強まっているのである。 

 例えば、国立社会保障・人口問題研究所『全国家庭動向調査』（2008）によると、「子供が3
歳くらいまでは母親は仕事を持たず育児に専念」という回答に、特に20～30代の子育て世代の8
割が賛成するなど大幅に増加。子育て中の母親世代の家族志向が強くなっているのである。他の

調査においても、「家族が一番大切」という回答が1990年代以降増え続けている。 

 また、昨年の東日本大震災をきっかけに、家族の絆を求める傾向が広がる中、都市部を中心に

三世代同居の復活の兆しが出てきたという（読売新聞2012年1月4日「幸せの座標（２）家族の絆 

求めて」）。多世代向け住宅の売れ行きが好調だというのである。 

 もう一つ、最近の傾向は、先祖を尊ぶ若い世代が増えていることだ。統計数理研究所が5年ご

とに実施している『日本人の国民性調査』によると、最新の2008年調査では「先祖を尊ぶ」とい

う割合が20代で48％、30代が56％と、いずれも5年前より約20ポイント増えている。 

 このように、家族の絆の大切さを自覚し、尊重しようとする国民意識は高まっている。そし

て、最も基本的な社会単位である家族の再生こそ、日本が直面する様々な課題の解決につながる

確実な道であることを明らかにしたい。 
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Ⅱ．家庭と結婚の価値 

 言うまでもなく、家庭は国家と社会の基本的な構成単位である。家族の基本的な生活を保障す

る機能と、愛情や精神的な安らぎを充足させる機能を持つ。子供は家庭の中で親から愛されて成

長し、また道徳・倫理を学ぶ。家庭はまた文化、価値観を伝承する場である。 

 しかし一方で、事実婚、夫婦別姓、同棲、さらには同性婚など、個の自由、価値観の多様化と

称して、多様な「家庭観」が蔓延してきており、それが家庭の本質を崩壊させている。その意味

で、現代社会が直面する最大の問題の一つが、家庭をどう捉えるかという「家庭観」にあると言

えよう。 

 アメリカの文明評論家アルビン・トフラー氏は、共同体が崩れ、人々が社会から孤立し、孤独

に苛まれている状況においては、「まず、共同体の原点としての、家庭を見なおさなければなら

ない。失われた家庭の機能を復活し、拡大しなければならない」と強調する。そして「産業革命

以降、家庭は老人を養うという重荷から、徐々に解放されてきた。もし家庭からすっかりその責

任を解除してしまっているとしたら、ふたたびその責任の一部を、家庭に求めなければならない

時代にさしかかっているのではなかろうか。…老人をかかえている家族に税制上の優遇措置を講

じるなど、報償的な施策はとれないだろうか。…世代を越えて家族のきずなを強め、仲むつまじ

く暮らしていく大家族は、経済的犠牲を強いられず、むしろ恩恵を受けて当然ではなかろうか」

と、家庭の果たす役割を述べている（アルビン・トフラー.徳山二郎監訳『第三の波』.日本放送

出版協会.1980）。 

 もし、人類の未来に重大な危機が到来するとすれば、核兵器による国際間の紛争や地震などの

災害によるものではなく、家庭本来の尊い意義を喪失し、家庭が崩壊してしまう時だという言葉

さえある。今こそわが国は、こうした「時代の警告」に耳を傾ける時ではないだろうか。家庭と

結婚の価値に気付き、国民的意識改革を提起するものである。 

 

 

１．家庭の価値 

 

生命誕生と育成の厳粛な場であり、人格を形成する 

 

 他の動物と比べて、極めて未熟な状態で生まれてくる人間の子供は、母親の長期にわたる養育

が必要となる。そして、その生存能力の弱い母子を保護する役割を父親が担うことによって、初

めて安定した生活圏を確保することができる。このことが、人類が誕生の当初から、父母子から

なる「家族」を形成してきた理由の一つと考えられている。 

 家庭は親から子、先祖から子孫へと生命を繋いでいくための人間にとって不可欠な基本単位で

ある。人類は発生の当初から現在に至るまで、家族を抜きにして子供を育てた時期はない。家庭

は人間の生命誕生と育成の厳粛な場なのである。 

 大脳生理学の研究では、人間の脳は3歳までに80％、6歳までに90％、12歳までに100％完成す

ることが分かってきたという。とりわけゼロ歳～3歳期の教育の重要性が明らかになっている。 
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 ユニセフ『世界子供白書』（2001）によれば、「子ども時代の初期では親や家族やその他の成

人との間の経験や対話が子どもの脳の発達に影響し、十分な栄養や健康や綺麗な水などの要因と

同じくらい影響力を持つ。この期間に子どもがどのように発達するかが後の学校での学業の成否

を決め、青年期や成人期の性格を左右する」という。 

 また、文部科学省の「情動の科学的解明と教育等への応用に関する検討会」（座長・有馬朗人

元文相.2005）の報告書によると、子供の対人関係能力や社会的適応力の育成には、3歳ぐらいま

での母親をはじめとする家族からの適切な「愛着」形成が重要であると述べている。つまり、乳

幼児期にいかに愛されたかが、子供の人格形成に決定的に重要である。いわばヒトは生まれた後

に、主として家庭環境の中で「人間」に成るのである。 

 

人類の起源と不可分の関係にある「一夫一婦制」と「家族」 

 

 父母子からなる単婚型の「家庭」は人類が誕生したころからあったといわれている。現代の人

類学によれば、人類の婚姻史は原始の時代から「一夫一婦制」を基調として展開されてきたとい

う（Ｅ・Ａ・ウェスターマーク『人類婚姻史』.社会思想社.1970）。そして人類の特徴は、「家

族」という基本単位を形成したところにあり、「家族」が成立したことによって、人類は人類に

なったといっても過言ではないというのである。 

 ノーベル賞受賞者の大脳生理学者ジョン・エックルス氏は、「一夫一婦制の結婚と核家族の成

立がヒトの進化の初期において決定的な基点になった可能性がある」と述べている（ジョン・

エックルス『脳の進化』.東京大学出版会.1990）。 

 このように、父母子からなる家庭は「人間が人間である所以」、すなわち人類としてのアイデ

ンティティーと不可分の密接な関係にある。家庭の崩壊や家族の解体は、人間が人間でなくなる

「人間本性の喪失」を意味すると言ってよく、正に人類史的危機なのである。 

 

国や郷土の文化・伝統を伝承する場であり、人類愛を育成する原点 

 

 子供は、家庭の中で祖父母や父母と共に暮らす中で多くの行事を体験する。例えば、お正月、

成人式、節分、お雛祭り、端午の節句、七夕、お盆、お月見、秋分の日、七五三、敬老の日、秋

祭り、すす払い、年越し蕎麦、除夜の鐘等、先人たちが築いた文化伝統を家族が共に体験し、神

仏への畏敬の念を培う。そして感謝の心、尊敬の心、慈しみの心、助け合いの心など精神文化を

学び、継承していくのである。 

 このように家庭は、家族愛、郷土愛、愛国心を育む場である。と同時に、このような基礎の上

に真の意味の博愛の心を、更に世界に貢献できる自国の使命感を育成する場である。 

 

道徳的・倫理的な社会や国家は家庭倫理を基盤としてつくられる 

 

 父母・祖父母の厳愛（父性）と慈愛（母性）、子供の孝行心、夫婦間の和愛、兄弟姉妹間の兄

弟愛など、愛情の類型と縦横の人間関係の原型は家庭にある。社会の人間関係は、家庭における

人間関係を拡大したものであり、道徳的倫理的な社会と国家は、家庭を基盤として初めて形成さ
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れる。この意味で、子供たちに対する道徳・倫理教育も、第一に善良な家庭人を育成するところ

に目標を置き、その上で善良な社会人、そして善良な国民になることを目標にすべきであろう。 

 家庭はまた、祖父母・父母・子供という時間軸と、夫婦・兄弟姉妹など人間相互の関係からな

る空間軸とで成り立っている。歴史と伝統、国家と世界の縮小体ともいえるものである。 

 この意味で、家庭は祖父母・父母・子女からなる三世代家族が一つの単位となっており、各世

代相互の協助関係が円満なときに初めて家庭は安定し、社会と国家も安定したものとなる。逆

に、家庭における世代間の関係が崩壊することは歴史と伝統の破壊を意味し、家族の解体は社会

と国家の解体を招来することになる。 

 

家庭は平和の砦であり、社会と国家の基本単位 

 

 平和の心は、父母の無償の愛情によってまず家庭で育まれる。また、人間関係と社会秩序の原

型が家庭にあるということは、平和の文化もまず家庭で育まれなければならないことを意味す

る。家庭は平和をもたらすことのできる人格と人間関係の秩序が形成される最初の場である。家

庭は「平和の砦」であり、家庭における平和文化の拡大が平和な国家と世界をもたらすのであ

る。 

 このように家庭は人間の生命（存在）、人格、文化・伝統、道徳・倫理の基盤であり、平和の

砦である。人間は家庭を離れては存在することも、人間らしい文化生活を維持することもできな

い。「個人」と「全体」（社会・国家）の緊張関係を克服し、個人を尊重しつつ全体として秩序

ある社会・国家は「家庭」を基盤として形成される。社会や国家は砂のような無機質な「個人」

の集合体ではなく、縦横の秩序からなる「家庭」の集合体であり、家庭こそが社会と国家の基本

単位なのある。 

 

 

２．結婚の価値 

 

「既婚者」は「同棲・離婚経験者」よりも幸福で健康的 

 

 既婚者は、同棲・離婚経験者よりも幸福で、健康的であることが分かっている。 

 第1に既婚家庭の男女の方が長寿で、より高いレベルで幸福感を感じている。 

 カリフォルニア大学の調査によれば、既婚の男女の90％は少なくとも65歳まで生きるが、未婚

の男女や離婚者が65歳まで生きる可能性は65～70％という。また、シカゴ大学の調査では、既婚

の男女の多くが未婚男女より高いレベルで幸福感を感じている。 

 第2に、同棲経験のあるカップルの方が離婚率が高く、暴力の被害にあいやすい。これも米国

の調査によれば、男女ともに40％以上の同棲関係が5年以内に破局を迎えている。結婚に至った

場合でも、同棲をしていたカップルの方が、同棲することなく結婚したカップルよりもはるかに

離婚率が高い（同棲して結婚したカップルのうち57%が10年以内に離婚、同棲せずに結婚した

カップルの場合は30%。ジュディス・ウォラースタイン他『セカンドチャンス―離婚後の人
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生』.草思社.1997） 

 これは同棲の場合、相手に対して責任を持つことを学ぶことがなく、誓約もない、問題が起

こっても解決の努力をしようとしないからだという。また、同棲している人々は同棲相手に対し

て性的に誠実でなく、女性が男性から虐待を受ける危険も高いという。 

 第3に、同棲や一人親世帯で育った子供の約6割が貧困レベルにあるのに対して、法律婚世帯の

場合は1割程度にすぎない（米「家族調査協議会」調査.2011）。また、社会科学の研究によれ

ば、子供にとって最も良い環境は、実の両親が愛し合い、愛をもって子供に対することだという

ことが分かっている。たとえば、父親不在の家庭で生活している場合、結婚している両親と生活

している子供たちに比べて、感情的・心理的な問題を抱え、児童虐待の被害に遭いやすいとい

う。 

 

結婚の理想と宗教の理想との一致 

 

 「人間の尊厳」が尊重されるべきであるとすれば、人間の生命を生み出す「家庭の尊厳」、さ

らに家庭出発の起点である一組の男女の「結婚の尊厳」もまた尊重されるべきであろう。結婚・

家庭の尊厳なくして人間の尊厳も保障されないのではなかろうか。 

 結婚は、一組の男女が愛を希求していく道といえる。結婚する男女で、夫婦の愛情が唯一・絶

対・永遠であることを願わない者はいないであろう。そのような愛情は自己を超えたところにあ

り、慈悲、慈愛、アガペーなど歴史的に宗教が追求してきた理想でもある。 

 宗教は古来、結婚の価値を神聖なものとして表してきた。例えばキリスト教では、「天地創造

の初めから、『神は人を男と女とに造られた。それゆえに、人はその父母を離れ、ふたりの者は

一体となるべきである』。…だから、神が合わせられたものを、人は離してはならない」（『新

約聖書』マルコによる福音書10章6節～9節）、「妻は自分のからだを自由にすることはできな

い。それができるのは夫である。夫も同様に自分のからだを自由にすることはできない。それが

できるのは妻である。…結婚している者たちに命じる。命じるのは、わたしではなく主である

が、妻は夫から別れてはいけない。…また夫も妻と離婚してはならない」（同、コリント人への

第一の手紙7章4節～11節）と、結婚は男女が神により結ばれたものであることを記し、その結び

つきを壊す離婚を戒めている。 

 また神道では、「神さまのおはからい（御神縁）によって結ばれた二人が神さまの前で、人生

の苦楽を共にして明るく楽しい家庭を築き、子孫の繁栄をはかることを誓い合います。…家庭の

床の間に、伊弉諾尊（いざなぎのみこと）・伊弉冉尊（いざなみのみこと）の御神名の掛軸や、

自ら信仰する御神名、また縁起物の絵画の掛軸などを飾り、その前に御饌御酒をお供えして祀

り、この御神酒を三三九度により新郎新婦が戴くことで、夫婦の契りが結ばれるという信仰に基

づくものです」という（神社本庁ホームページ『神前結婚式について』）。 

 ところで、人間を超えた「大いなる存在」は、現代科学でも認められつつある。この宇宙は単

純な物質的原因から偶然生まれたものではなく、知性を持った何らかの存在によって「デザイ

ン」されたものであると考えないと、科学的に合理的な説明ができないことを様々な分野の科学

者が証言している（インテリジェント・デザイン理論＝渡辺久義.原田正『ダーウィニズム150年
の偽装』.アートヴィレッジ.2009）。遺伝学者である村上和雄氏（筑波大学名誉教授）も、生命
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の仕組みは驚くほど不思議なことばかりで、遺伝子の見事な調和と調整がたまたま偶然にできた

とは思えないとして、それを可能にしている存在を「サムシング・グレート（偉大なる何者

か）」と呼んでいる（村上和雄『サムシング・グレート』.サンマーク出版.1999）。 

 このように自己を存在あらしめている、自己を超えた「大いなる存在」を自覚し、畏敬の念を

有する謙遜な姿勢をもつとき、そして男女がともに世界宗教が希求してきた愛の理想を自らの理

想としてお互いに努力するとき、初めて結婚・家庭の理想も実現できるのではないだろうか。 

 

結婚の尊厳は男女の貞節、「性のモラル」によって維持される 

 

 まず、「結婚前には性的交わりを控えるべきである。そうすることで、お互いの信頼と責任を

引き受け、すなわち親になることができる」（石崎淳一他『愛と性の尊厳』.アートヴィレッ

ジ.2007）と示されているように、結婚前の男女が純潔を守ることは最も重視すべきことであ

る。 

 そして、結婚後の夫婦において愛情と性は不可分の関係にあり、結婚と家庭の尊厳は男女共の

貞節、性のモラルによって初めて維持される。 

 結婚は、男女の生命が一つとなって新しい生命を生み出す神聖な結びつきである。男女の結び

つきは、人格的な交わりである。新しい生命の誕生は、夫婦の愛と性の人格的あり方の結晶とし

てみることが出来る。生命の尊厳性を何よりも貴重視し、新しい生命の誕生をもたらす「性」

は、生殖の性に留まらず人格的交わりの性であること。即ち、「家族などの周りの人に対する責

任」、「自分の人生と配偶者の人生に対する責任」、そして「誕生してくる子供の人生に対する

責任」を持つという重い意味を持っている。 

 また、少子化対策に関して、夫婦が出産意欲を高めるには、収入などの要因以上に、「結婚す

ることの価値観」や「内面的な夫婦関係」が重要であるという研究結果がある（佐藤晴彦『子供

を持つために何が必要か、そして求められる支援とは？』.アートヴィレッジ.2012）。育児分担

や夫婦が共に過ごす時間、夫の貞節などにより夫婦満足度、妻の夫への精神的信頼度が高まり、

出産意欲を高めるという。言い換えれば、「夫婦が尊敬し感謝し合う」家庭こそ、出産意欲を高

めるというわけである。 
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Ⅲ．「個人」単位社会から「家庭」単位社会確立への提言 

 

１．政治家と行政府は「家庭と結婚の価値」に関する国民的意識を啓発せよ 

 

 今日わが国の行き詰まった状況を打開する為に、制度改革や、新たな政策が必要であることは

言うまでもない。しかし、今わが国にとって一番必要なのは何よりも意識改革である。 

 私達は、東日本大震災で1万8千余名の犠牲となった人々に手を合わせた。大自然の猛威の前

で、自らの生命を捧げて村人を救った青年の勇気と献身の姿を見た。また、全ての家族を失って

たった一人残された女学生が、家族が残してくれた思い出の愛の絆を心に、悲しみを乗り越えて

看護師として巣立っていった姿を見た。 

 今こそ、大自然の摂理の前に謙虚になり、生かされている生命、授けられた生命に感謝すると

いう原点に立ち戻るべきである。その生命の原点こそ結婚であり、家庭なのだ。国家を存立の危

機から救出出来るのは、国民が「家庭と結婚の価値」に気付く事である。そのために、政治家と

行政府は「家庭と結婚の価値」に関する国民的意識を啓発すべきである。 

 

 

２．憲法に「家族尊重条項」を設けよ 

 

 言うまでもなく、国づくりの根幹になるのは憲法である。ゆえに「家庭を単位とする人づく

り、地域づくり、国づくり」を進めるには、憲法における家庭観が重要である。 

 しかし驚くべきことに、日本国憲法には、諸外国の憲法あるいは世界人権宣言や国際人権規約

では一般的な規定である「家族尊重条項」が存在しない。 

 例えば、「家族」に言及した第24条第2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離

婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平

等に立脚して、制定されなければならない」と、「離婚」を「婚姻」より先に記しているほど個

人の価値に重点が置かれている。 

 家族尊重条項の不備については、日本国憲法制定当時から、問題とされてきた。帝国議会で

は、繰り返し家族尊重条項の制定を求める提案がなされている。 

 代表的なものとして、貴族院議員だった牧野英一（刑法学者）による提案がある。牧野は「産

業社会が進展して、国民生活が豊かになれば、家族の絆は緩くなるのであるから国家が家族を社

会の基礎単位として保護する必要がある。そのことを憲法に規定する必要がある」と考え、貴族

院憲法改正特別委員会で「国は家族生活の健全な保持を保障し且つ保護する。家庭生活は伝統及

び慣習と条理及び温情とに依って敬愛と協力との精神に従い、これを保持することを要する」と

提案。だが、結果として成立しなかった。 

 1950年代には岸信介首相が憲法調査会で「日本の伝統や習慣、国情にふさわしい『家』のあり

方というものが、どうしても必要と思われる。その『家』の精神に基づいて国家が形成され、国

際的に進出する基となる」と発言しているように、家族の保護には憲法24条では不足ではないか
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という指摘がたびたびなされてきた。 

 2005年4月に発表された自民党新憲法起草委員会小委員会の要綱では、「国や地方自治体は、

家庭の社会的、経済的および法的保護を保障し、企業や社会は、家庭の維持のために適切な環境

を国民に提供しなければならない」と記した。 

 同年5月の読売新聞憲法試案では、第27条で「家族は、社会の基礎として保護されなければな

らない」としている。 

 また、同年1月の世界平和研究所試案は、第28条で「家庭は、社会を構成する基本的な単位で

ある。何人も、各自、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない。（中略）3 家

族は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚するものであり、国家はこれを保護する」と述べて

いる。 

 さらに2007年5月、超党派議員による新憲法制定促進委員会準備会の新憲法大綱案では「祖先

を敬い、夫婦・親子・兄弟が助け合って幸福な家庭をつくり、これを子孫に継承していくとい

う、わが国古来の美風としての家族の価値は、これを国家による保護・支援の対象とすべきこと

を明記する」と規定した。 

 そして、自民党が今年4月に発表した「日本国憲法改正草案」では「家庭は、社会の自然かつ

基礎的な単位として尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」と、第24条の改正

案を提示している。 

 ここ数年、憲法改正へ向けた議論が盛んになされている。この時こそ、家族再生への施策を打

ち出すためにも、憲法に家族尊重条項を設けるべきである。 

 

 

３．家庭と結婚の価値を重視し保護している現行民法の条項を堅持せよ 

 

 家庭は新しい生命の誕生と育成の厳粛な場である。だからこそ、わが国の民法は家庭と結婚に

ついて保護する規定を明記している。重要な項目のみ列挙する。 

 

①婚姻の届出 

 

 「婚姻は、戸籍法 （昭和二十二年法律第二百二十四号）の定めるところにより届け出ること

によって、その効力を生ずる」（739条）とあり、わが国は、法律に従って届出をすることに

よってはじめて結婚として認められる(法律婚)。夫婦は法律婚制度によって社会的認知されると

ころとなり、簡単に離婚などの不遇に出来るだけあわないよう、配偶者とその子供を法的に保護

している（これに対し所謂、事実婚〈同棲〉は、夫婦関係が破綻しやすく配偶者と子供は常に危

険に曝される）。 

 

②重婚の禁止 

 

 「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」（732条）とあり、重婚した場合

18 



は、刑法184条で2年以下の懲役に処せられる。このことによって、結婚の制度を守っているとい

えよう。 

 

③同居、協力及び扶助の義務 

 

 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」（752条）とあり、夫婦はひとつの

家庭に共に住み互いに協力し、助け合っていくことと明記されている。 

 

④裁判上の離婚<守操義務> 

 

 「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一．配偶者に

不貞な行為があったとき」（770条１）とあり、配偶者に不貞な行為があったときは、裁判上の

離婚訴訟を提起できるとしている。これは、夫婦は互いに貞操を守るべき（守操義務）ものとし

ている。夫婦の絆を強め、安定した家庭の基を規定している。 

 

⑤夫婦同氏制度 

 

 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」（750条）とあり、わが

国は夫婦同氏制度をとっている。夫婦同氏制度をとることにより、夫婦・親子の一体感を増進

し、家族の強い絆を結ぶ上で大きな役割を果たしてきたのである。 

 

⑥嫡出の推定<嫡出子制度> 

 

 「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」（772条）とあり、この嫡出子制度により

父親の責任を明確にし、子供を保護することを明記している。 

 

⑦法定相続分 

 

 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」（900条四）とあり、嫡出子

と非嫡出子の相続分を差別化することにより、正規の結婚と家庭を保護している。 

 

⑧再婚禁止期間 

 

 「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることがで

きない」（733条）とある。これは、６カ月以上の再婚禁止期間を設けることにより、父子関係

を明確にし、生まれてくる子供に不幸な事態が起こらないように保護することを規定している。 

 以上のように見るとき、第3次男女共同参画基本計画（2010年12月閣議決定）に明記されてい

る「選択的夫婦別氏制度等のための民法改正の検討」は、民法の結婚・家庭に関する保護の規定

を悉く廃止し、わが国の家庭を根底から破壊させようとする政策以外の何ものでもないといえよ
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う。家庭の破壊は、国家の破壊に繋がる。民法を改悪させてはならない。むしろ家庭・結婚の価

値を尊重し、重視している現行民法のこれらの条項を堅持すべきである。 

 

 

４．国は家庭強化のための法整備を、地方自治体は「家庭強化都市宣言」等 

  を制定せよ 

 

 少子高齢化対策のためにも、国は家庭強化のための施策を早急に実施すべきである。そのため

の基本法並びに必要な法整備を進めるべきであり、法整備においては次の事項を重視するよう提

案したい。 

 すなわち、「家庭は、社会の自然かつ基本的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける

権利を有する」（世界人権宣言第16条第3項）に基づき、家庭と結婚の価値を基本理念と定める

ことを中核に置く基本法並びに必要な法整備をする。 

 

 地方においては「家庭強化都市宣言」及び「家庭強化条例」等を制定し、次の事項を実施す

る。 

 （１）家庭と結婚の価値を基本理念とする「標語」を定め普及する 

 （２）家庭と結婚の価値の基本理念を自治体の基本計画に位置づけ、家庭強化のための政策の   

    立案 

 （３）家庭と結婚の価値に関する教育活動を展開する。また国民啓発用のパンフレット、小冊 

    子等を作成し、学校・青少年施設・教育施設・公共施設、全家庭で教材として採用する 

 

 

５．公教育に「健全な家庭人、健全な社会人、健全な国民」育成のための 

  人格教育を展開せよ 

 

 公教育の中で家庭の価値を明確化すること、そして人格教育を推進すべきことを提起しておき

たい。家庭の価値は人類に普遍的なものである。人間にとっての家庭の価値をもう一度明確に

し、それを教育に反映させておくことの現代的な意義がある。このような教育政策を進めること

で、家族の絆を大切にする日本人の意識を理念的、実際的に支持し、日本の家庭基盤をより永続

的で強固なものにすることができると考える。 

 日本は伝統的に家庭を尊重してきた国である。その家庭の延長上には先祖に対する崇敬の念が

ある。加地伸行氏（大阪大学名誉教授）は、祖先を大切にすることは自分自身を大切にすること

であり、自分を大切にすることは実は祖先を大切にすることでもあるという、日本人の根本的生

き方があると語っている（加地伸行『祖父が語る「こころざしの物語」』.講談社.2011）。この

強力な家庭像は、欧米先進国を含む家庭崩壊の進んだ世界の国々に対して日本人が誇ることので

きるものである。 
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 明治以来、そして戦後一貫して、わが国は欧米型の個人主義をいかに自己のものにするか、と

いうことで努力してきた。戦後の人権思想は国際社会が到達した個人の尊厳の認識を示すもので

あり、私たちがその思想の良き部分を自己のものにする努力は続けられなければならない。 

 しかし、近年の国際金融危機を見ても、個人の価値を最高度に追求してきた欧米の近代社会モ

デルが限界にぶつかっていることは、ますます明白になっている。むしろ東アジアから新しい社

会理念、人間観を提起すべきときである。 

 教育の目的は何か？それは「人格の完成」である。このことは教育基本法においても明確に掲

げられている。本提言は、人格教育の立場から個人の人格の陶冶の目的は、まず家庭において結

実すべきであると提起する。そういう人格教育のモデルを提示し、その普遍性を説き、広く教育

において展開すべきであると訴えるものである。 

 そのために、純潔（貞節）、感謝、共感、誠実、勤勉、奉仕、愛国心などの徳を教えるべきで

ある。こうした人格に備わるべき徳は政治イデオロギーなどに左右されるものではなく、文化を

超えて高等宗教において共通して支持される、人類に普遍的なものである。 

 日本人が本来持っている美徳である繊細な人間関係の美意識とそれを支える家庭像の価値を、

人格教育という普遍性のある道徳教育の中で積極的に示すことができるならば、それは日本の再

建とともに国際社会への最高の貢献になるであろう。 

 

 

６．三世代家族を単位とした税制、福祉制度を確立せよ 

 

（１）利他主義・自助自律の精神が原点 

 

 前述の安宅川氏は、「少子化問題を解消するには、利他主義の根源に立ちかえって、子どもを

産むことの意義を国民全体が根本的に考え直すことが必要である」と主張している。また、我が

国が目指すべき新しい公共政策は「自助自律の精神」によって支えられ、「利他主義の観点から

政治・経済、そして何よりも、家族の『正当性回復』を目指すものでなければならない」と述べ

ている。 

 社会保障・福祉制度も、全ては各個人の正しい倫理観を前提として成り立つ。それゆえ、制度

の立て直しと同時に、その土台となる利他主義や家庭の価値、自助自律の精神の育成が重要な課

題となる。 

 

（２）三世代家族を単位とした課税方式を 

 

 現在の家族政策の多くが、「個人」を単位にしたものであり、家族をバラバラにしてしまう方

向性を有する。それに対して家族をより強くする政策に転換すべきである。有効な政策の一つ

が、三世代の家族を単位とした税制、具体的には同居するか近隣に居住していれば三世代を一つ

の家族とみなす税制である。 

 三世代家族には様々な利点があると言われている。子育てにおいて祖父母の支援を受けやすい
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ことはもちろん、「祖父母－父母－子供」という関係を通して、祖先からの文化伝統が家庭の中

で継承される。 

 また、三世代家族と子供たちの学力や出生率には正の相関関係が見られる。 

 文部科学省の全国学力調査と体力・運動能力調査で全国トップレベルにある福井県は、三世代

家族の割合が17.5％と全国で山形県に次いで高く、子育てにおける祖父母の協力が得やすい。三

世代が福井の子供たちの高い学力につながっているとの指摘もあるほどだ。学力調査の成績が上

位の秋田県（三世代が16.4％）、山形県（同21.5％）なども割合が高い。その一方、三世代の割

合が低い北海道（同3.9％）、大阪府（同3.6％）などは、学力調査でも下位に位置している（三

世代の割合は総務省『国勢調査』）。 

 合計特殊出生率（一人の女性が一生に生む子供の数）は、福井県が1.61、山形県が1.48に対し

て、北海道1.26（全国平均は1.39）である（厚生労働省『人口動態統計』）。平成15年版厚生労

働白書は「南関東、北海道、近畿など三世代同居比率の低い地域ほど出生率が低いという順相関

関係がみられる。三世代同居比率は2001年には約1割にまで低下しており、こうした三世代同居

比率の低下が出生率にも影響している可能性がある」と指摘している。 

 具体的政策としては、まず課税方式の視点を変える。これは三世代家族の所得合計（家計所

得）を家族の人数で割って一人当たりの家計所得を算出し、それに累進課税を課すという方式で

ある。仮に祖父母と子供夫婦が同居でなく近距離に住んでいる場合でも、一つの家族と見なす。

この方式では、税を払うのも補助金を受け取るのも家族単位になる。 

 これは日本の伝統にも沿った、国民にとっても受け入れやすい政策である。出生率を高め、高

齢者の孤立を防ぐだけでなく、「家族力」を高め、より秩序の安定した社会をもたらすことが期

待できる。 

 

（３）住居支援、在宅介護の支援等を 

 

 また、公共住宅などで子供家族が住んでいる部屋の隣室や下の階などに優先的に入居を許可す

る政策、離れて暮らす子供家族と高齢者家族の間で様々な形で助け合っている場合は「一家族」

と認定し、所得税率を抑えることによって、家族間の頻繁な往来を支える政策などが考えられ

る。 

 さらに、急速な高齢化が進む中、特別養護老人ホームに入れない待機老人の問題も起こってい

る。介護のために年間約15万人が退職、転職している状況もあり、介護保険制度を家族単位とし

て、在宅介護を行っている家庭に経済支援し、自治体や民間サービスを組み合わせて家族の負担

を軽減するといった体制を整えていく必要がある。 

 自治体レベルでは、すでに三世代の結びつきを強化する支援策を実施している自治体もある。

主に住宅支援が中心で、千葉市の「三世代同居等支援事業」では、「高齢者の孤立防止と家族の

絆の再生を目的として」親と子と孫を基本とする三世代が同居または1キロ以内の近隣に居住す

ることなどを条件に、住居費などを助成。品川区では、「親元近居支援事業（三世代すまいるポ

イント）」として、親世代と近居または同居するファミリー世帯に、転居費用の一部を支援して

いる。 

 飯山市（長野県）「三世代等同居住宅建設支援事業」は、親と同居する際に住宅を新築または

22 



増築する場合の借り入れ資金の利子の一部を支援、高石市（大阪府）の「二・三世代同居等支援

事業」では、二・三世代の同居、または近隣に居住するために住宅を新築・購入した場合の固定

資産税を軽減する。 

 さらに福岡県上毛町は「三世代同居世帯支援補助金」を導入、三世代同居の世帯に、学校給食

費、家庭内保育費（保育所等に通園していない0～6歳の児童がいる家庭）の補助を実施してい

る。 

 

 

７．子育ての社会化を改め、「子供は家庭で育てる」基本政策に転換せよ 

 

（１）子育ての第一義的責任は父母にある 

 

 子育ての第一義的責任は社会ではなく父母にあるのはいうまでもない。しかし、過去20年にわ

たる政府の家族政策をみてみると、本来家庭で担うべき子育てや介護などの役割を外部の機関が

担うという、「子育ての社会化」「育児の外注化」政策を推し進めてきた。働く母親が仕事と家

庭を両立できるように、子育てに関わるあらゆるサービスを拡大し、特に1994年の「エンゼルプ

ラン」以降、働く母親の子育て支援としての保育所の量的拡大に重点がおかれた。だが、こうし

た政策で少子化に歯止めがかかることはなかった。 

 政府は今年3月、新たな子育て支援策「子ども・子育て新システム」を決定した。この「新シ

ステム」の問題は、いつでも必要な時に子供を預けられる「子育てのコンビニ化」が目標になっ

ている点だ。子育てを効率化することは、働く大人には好都合かもしれないが、子供の健全育成

には明らかにマイナスである。要するに、母親が子育てよりも子供を預けて労働に専念。その結

果、税収がアップするというモデルが想定されている。まさに本末転倒のやり方である。子供の

健全育成という視点は、当然第一に考えなければならないことである。 

 いくつかの試算によれば、0歳児を保育園に預けた場合、1人あたり40万円以上の費用がかか

る。例えば東京都板橋区では、0歳児1人あたり42万円余りが必要で、そのうち保護者は15％分の

6万3000円を負担、残りの約36万円は区が負担する。 

 とすれば、家庭での子育てを願う親たちへの経済的支援を拡充するほうが効果的だと言える。 

 事実、子育て世代の母親の8割が「子供が３歳くらいまでは育児に専念したい」と願ってい

る。ただ、低所得の世帯など子育てに専念できず、働かざるを得ない家庭もある。ゆえに、まず

子育てに専念したい親の願いに応える子育て政策を進めるべきである。その上で、働く親への支

援は、子供の成長発達段階に配慮し健全育成に重点を置いたものでなければならない。 

 弱体化した家族機能を維持・強化するためには、家族が本来的な家族機能を発揮できるような

環境を整備すべきである。子育て支援は就労支援ではなく親子がきちんと向き合えるような環境

を整えることが何より重要である。 

 少子化対策と称して政府が子育ての社会化を推し進めたことによって、親と子がともに過ごす

時間は損なわれ、「親心の崩壊」がすすむこととなった。 

 幼児教育に詳しい松居和氏（元埼玉県教育委員長）は「システムによって、保育（子育て）が
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仕事（労働）になったときに、人は自分の人間性や良心を捨てざるをえない状況に追い込まれた

のです。…親が知らないところで子どもたちが育っている。実は、これを許したところに先進国

社会の最大の問題点があります」と語り、親に代わり幼児を社会で育てる政策を推し進めること

によって人間社会から人間性、親らしさが失われてきたと警鐘を鳴らしている（松居和『なぜわ

たしたちは0歳児を授かるのか』.国書刊行会.2009）。松居氏はまた、生まれてくるゼロ歳児は

一人では生きられない絶対的弱者である、しかし親たちはその子供に自由を奪われながらも自己

犠牲的に幼児とコミュニケーションするなかで、善い人間性を引き出してもらえるため、子育て

を通じて幸せを感じるようになっていると語っている。 

 ニュージーランドなど諸外国の子育て支援では、親の負担を軽減するのではなく、親が親とし

て成長し、親の役割を果たすことができるような教育的支援に重きが置かれている（池本美香

『失われる子育ての時間』.勁草書房.2003）。 

 

（２）親心育む「一日保育者体験」を実施、学校教育で結婚と子育ての価値を教える 

 

 働く女性に主眼を置いた経済一辺倒の子育て支援のあり方を見直し、子育ての主体である親自

身が親の役割を自覚し、子育ての喜びを実感できる仕組みを意図的につくっていく必要がある。

具体的な施策として、松居氏が提案、実践しているのが、保育園や幼稚園に親を呼び込み、親心

を育む「一日保育者体験」である。また学校教育のなかで、子供たちに家族の大切さ、結婚や子

供を持つことの意義を教えること、また小中学生のときから、乳幼児と触れ合う機会をつくるこ

とも大切だ。 

 子育ては手がかかり、合理化できないため、人生でのプライオリティーが低く見られることも

ある。だが、少子化の行き着くところは民族の消滅である。政府は、今こそ、行き過ぎた男女平

等政策ではなく、結婚、子育ての重要性を踏まえて、家庭中心の政策を積極的に推進すべきであ

る。 

 

 

おわりに 

 

 本報告書では、「家庭」を単位とする社会政策の必要性を提言した。80年代以降の個人中心、

家族軽視の風潮は、様々な問題を引き起こした。家庭の崩壊こそ日本の危機の本質であり、家族

を基盤とする政策は国家再生の最重要テーマとして取り組むべきであると考える。しかし、野田

首相が「政治生命をかける」と言う社会保障と税の一体改革には、「家族」「家庭」を基盤とす

る国家再建の視点は乏しいと言わざるを得ない。 

 一方で、東日本大震災を契機に国民大多数が家族の大切さへ思いを強くしている今こそ、新た

な政策を打ち出す時である。そのような思いで本報告書の提言を示した。 
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【資料：合計特殊出生率と人口高齢化率の推移（主要国）】 
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イタリア憲法（1948年）「共和国は婚姻に基づく自然的結合体としての家族の諸権利を認める」

「共和国は、経済的措置およびその他の方法により、家族の形式およびその任務の遂行を、多数

家庭に特別な考慮を払いつつ、助ける」 

ドイツ基本法（1949年）「婚姻および家族は国家秩序の特別の保護を受ける」 

※ワイマール憲法（1919年）「婚姻は、家族生活および国民の維持・増殖の基礎として、憲法の

特別の保護をうける。婚姻は、両性の同権を基礎とする」「家族の清潔維持、健全化および社会

的助成は、国および市町村の任務である。子供の多い家庭は、これを埋合わせる配慮を求める権

利を有する」「母性は、国の保護および配慮を求める権利を有する」 

スペイン憲法（1978年）「公権力は家族の社会的経済的及び法的保護を保障する」 

韓国憲法（1988年）「国家は母性の保護に努めなければならない」 

台湾憲法（1947年）「国家は、民族の生存発展の基礎を確立するため、母性を保護し、かつ女性

および児童に対する福祉政策を実施しなければならない」 

インド憲法（1950年）「国は、正当で人間らしい労働条件を保障し、母性を保護するための規定

を設けなければならない」 

フィリピン憲法（1987年）「家族は国家の基礎であり、国は家族の結合を強化し、発展策を講じ

る」「婚姻は不可侵の社会制度であり、家族の基礎をなすものとして、国により保護される」 

インドネシア憲法（1945年）「経済は家族主義に基づいた公共政策として組織化される」 

モンゴル憲法（1992年）「国は、家族、母子、子供の利益を保護する」 

タイ憲法（1997年）「国は、児童および青少年の保護および発達、男女の平等促進、家族の結束

の促進および地域の充実を図らなければならない」 

 

世界人権宣言「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける

権利を有する」（第16条3） 

国際人権規約B（市民的および政治的権利に関する国際規約）「家族は、社会の自然かつ基礎的

な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」(第23条1) 
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【資料：各国の憲法および国際条約における家族尊重条項】 
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【資料：家庭に関する地方自治体の都市宣言と施策、三世代支援施策の例】 

都道府県 市町村 名  称 施 策 内 容 

山口県 光市 おっぱい都市宣言 

母乳育児の推進。おっぱいを通し

て、「母と子と父そして人にやさし

いまち光」をつくる。胸のぬくもり

の中で、子どもをしっかりと抱く。 

千葉県 鎌ヶ谷市 明るい家庭都市宣言 

今日の社会的な問題に対して、明る

い健全な家庭をつくり、すべての

人々と家庭が社会的、経済的諸条件

の差異を超越して、豊かな生活設計

づくりを積極的に展開する。 

神奈川県 厚木市 親孝行都市宣言 

昭和49年告示。子は親に感謝すると

いう心豊かな人間性の涵養を市民運

動として展開。 

島根県 松江市 地域における家庭教育支援 

子育てサポーターリーダー、保健

師、臨床心理士、民生・児童委員等

で構成する「家庭教育支援チーム」

を設置し、子育てに不安や悩みを持

つ孤立しがちな親など、きめ細かな

家庭教育支援を行う。 

千葉県 千葉市 三世代同居等支援事業 
三世代が同居または近隣に居住する

ことを条件に住居費など助成。 

東京都 品川区 
親元近居支援事業 

（三世代スマイルポイント） 

親世代と近居または同居の際に転居

費用の一部支援。 

長野県 飯山市 三世代等同居住宅建設支援事業 

親と同居する際に住宅を新築または

増築する場合の借り入れ資金の利子

の一部を支援。 



 

 

安宅川佳之.『家族と福祉の社会経済学 少子化から日本を救う処方箋』.日本経済新聞社.2010年 

アメリカ価値研究所編.エドワーズ博美他訳.『独身者は損をしている』.明成社.2007年 

アルビン・トフラー.徳山二郎監訳『第三の波』.日本放送出版協会.1980年 

池本美香.『失われる子育ての時間』.勁草書房.2003年 

石崎淳一他.『愛と性の尊厳』.アートヴィレッジ.2007年 

エドワード・アレキサンダー・ウェスターマーク.江守五夫訳『人類婚姻史』.社会思想社.1970年 

加地伸行.『祖父が語る「こころざしの物語」』.講談社.2011年 

家庭基盤充実研究グループ.『家庭基盤の充実』.大平総理の政策研究会報告書-3.1980年 

河合隼雄.『家族関係を考える』.講談社現代新書.1980年 

厚生労働省.『平成15年版厚生労働白書』 

厚生労働省.『平成23年人口動態統計』 

厚生労働省.『平成23年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数』 

厚生労働省.『平成22年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく 

対応状況等に関する調査』 

国立社会保障・人口問題研究所.『将来推計人口』.2012年 

国立社会保障・人口問題研究所.『全国家庭動向調査』.2008年 

佐藤晴彦.『子供を持つために何が必要か、そして求められる支援とは？』.アートヴィレッジ. 

2012年 

自由民主党研修叢書編集委員会.『日本型福祉社会』.自由民主党広報委員会出版局.1979年 

ジュディス・S・ウォラースタイン.『セカンドチャンス 離婚後の人生』.草思社.1997年 

ジョン・C・エックルス.伊藤正男訳『脳の進化』.東京大学出版会.1990年 

神社本庁ホームページ.『神前結婚式について』〈http://www.jinjahoncho.or.jp/iroha/sonota/index3.html〉 

『新六法』.三省堂 

総務省.『平成22年国勢調査』 

東京都幼・小・中・高・心性教育研究会.『児童・生徒の性意識性行動調査』.2008年 

統計数理研究所.『日本人の国民性調査』.2008年 

トニー・ディバイン、ジュンホ・ソク他著.上寺久雄監訳『「人格教育」のすすめ』.コスモトゥー 

ワン.2003年 

内閣府.『平成24年版高齢社会白書』 

永池榮吉.「新しい家庭像への試論」.『家庭教育研究』第17号.2012年 

日本青少年研究所.『高校生の生活と意識に関する調査』.2004年 

林道義.『家族の復権』.中公新書.2002年 

松居和.『なぜわたしたちは０歳児を授かるのか』.国書刊行会.2009年 

村上和雄.『サムシング・グレート』.サンマーク出版.1999年 

文部科学省.『平成23年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』 

28 

【参考文献】 



 

八木秀次.『反「人権」宣言』ちくま新書.2001年 

ユニセフ.『世界子供白書』.2001年 

渡辺久義・原田正.『ダーウィニズム150年の偽装』.アートヴィレッジ.2009年 

Institute for American Values、National Marriage Project.『Why Marriage Matters,Third Edition  Thirty 
Conclusions from the Social Sciences』.2011 
 

 

 

 

八木秀次「各国憲法に見る家族条項と守るべき家庭の価値」2011年10月21日. 

佐藤晴彦「少子化問題の現状と対策」2011年11月2日. 

「家庭学研究部会」研究発表会 2011年11月20日. 

「論評＝家族と福祉の社会経済学」2011年12月18日. 

政策提言 No.3 
 

 「個人」単位社会から「家庭」単位社会確立への提言 
               －家庭解体政策を改めよ－ 
 

                                                     2012年11月1日 

      発行所   平和政策研究所 

      代 表  林 正寿 

      住  所  〒107-0052 東京都港区赤坂6-4-17-508 
      電 話  03-3356-0551  ＦＡＸ 050-3488-8966 
      Email    office@ippjapan.org 
      URL              http://www.ippjapan.org 

【ヒアリング等】 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




