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Choose大学 7月の講義内容

【第1回】 官製婚活って何？

【第2回】 官製婚活と公共性

【第3回】 ライフプラン教育から考える公共性

【第4回】 性をめぐる公共政策と公共性のパラドックス
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1.ライフプラン教育とは何か？



これまでの「ライフプラン（将来計画）」
金融庁

これまでのライフプラン

l金融庁
「ライフプラン」…
将来計画をお金と結びつけて
考える



これまでの将来計画（ライフプラン・キャリア）教育
文科省

l文科省「女性のライフプランニング支援」（ 2009－2011 ）

女性が結婚、妊娠、出産といったライフイベントを視野に入れた

長期的な視点で主体的に働き方、生き方を選択するために、

WLB（ワークライフバランス）情報などを提供し、自己の可能性等を

若い時期から持てるようにする

これまでの将来計画（ライフプラン・キャリア）教育は
妊娠・出産を視野に入れつつ「仕事と子育て」などの

両立支援に力点が置かれ、女性の生き方の可能性を広げる方向
⇒ 標準化ではなく、複数性の担保



これまでの「ライフプラン（将来計画）」パンフ
『新世紀を拓くあなたへ』富山県女性財団 2001年

自立、自分らしい生き方、性別にとらわれないこと、

失敗も含めた多様な選択がキーワード となっていた



少子化対策で2013年より始められた
ライフプラン教育とは

内閣府「少子化社会白書」より

『少子化社会白書』2020年度版

少子化対策のライフプラン教育は、妊娠・出産等に関する医学的・
科学的に正しい知識の教育及び家庭・家族の役割について思春期年代層へ

啓蒙する事業。官製婚活の一つで少子化対策の交付金事業

ライフプラン（ライフデザイン・ライフプランニング）



２．どのような事業なのか？ 公共性は？



どのような事業なのか？

1.自治体がパンフレットを作成、配布

２.中学・高校でパンフを教材として活用し、

授業を行う

3.大学やPTAなどの学校や団体で講義、講演会

セミナーを実施

財源は、少子化交付金



全国の自治体が中高生など向けに作成している
ライフプラン教育のパンフレットでは
どんなことが書かれているか、
公共性は担保されているのか？

注目ポイントは、

結婚・妊娠・出産
家族のカタチ



公共性の定義を確認すると

・政治・行政領域での公共性の議論
Ø「公共を独占してきた「国家」観念にかわって、「市民」の相互性
としての公共が時代の課題として自立してきた」（松下2004)

•公共性とは「価値の複数性を条件とし、共通の世界にそれぞれ
の仕方で関心をいだく人々の間に生成する言説の空間」

（齋藤2000)

公共性＝「市民の相互性」「価値の複数性」



女性の人生は、産むことだけになったの？

「産む時期は３０歳以下」
というのは

リプロの不在という点等で

公共性を欠く

・「妊娠出産適齢期」
・「赤ちゃんの死亡率が最も

低いのは25-29歳」
・「30歳以上になると

妊娠率が低下」
・『赤ちゃんできたかも』を

人生のピークに設定

東京都中野区作成 パンフレット



「２０−３４歳」が「妊娠適齢期」だって、まじ〜

県が「２０−３４歳」が
「妊娠適齢期」を
啓蒙するのは、
リプロという点で疑問

・「卵子は老化して
いきます」

・「妊娠には適齢期が
ありますよ〜！」

『高知県思春期ハンドブック』2020年

結婚し、子どもを持つという
生き方を標準化

高知県作成 パンフレット



『My Life Design~人生を豊かに生きるには』福岡県 2019年

わたしには、子どもを持たない選択 ってないの？

福岡県HPより

・子どもを持たない選択肢自体がない
・「男女ともに妊娠・出産に適した年齢がある」

➔かなりの出産プレッシャー

「子どもは
何人欲しい？」

選択肢：１〜５人

「０人」がない

福岡県作成 HP・パンフレット



三世代同居”自助”の子育てをモデル化

“自助努力”で共働きと家庭を
両立させる３世代同居家族を

標準化するのは、
公共性を担保しない

・推奨されているのは…
“夫の両親”との「三世代同居」

“妻の両親”との「近居」
・祖父はアユ釣り、囲碁クラブ

祖母は洗濯、畑仕事、夕食づくり

と性別役割分業家族の再生産
・女親を無償で動員する

『とやまの高校生 ライフプランガイド』
2018年

富山県作成 パンフレット



『未来の生き方を考えるーLife Planning Booklet』岐阜県、2014年

三世代同居・縦の家族モデル推奨

「同居は自然」

「同居は日本の文化」

三世代同居が減っている中、
他の福祉的サポートを紹介せず
家族内の助け合いを強調するのは

公共性を欠いた
保守的な道徳主義

岐阜県作成 パンフレット



望ましい生き方は、伝統を重視する家族スタイル

『未来の生き方を考えるーLife Planning Booklet』岐阜県
2014年

同性愛、シングル、ステップ
ファミリー、外国籍、離再婚、
子どもを産まない等の選択肢を

提示しないのは
複数性を担保せず

反差別規範に背き、公共性がない

「結婚して家族を持つことは

生きがい」

岐阜県作成 パンフレット



これらを教える教員側はどう捉えているのか？
（インタビュー調査より）

•「この冊子の使い方に関する研修をしないと
実際にはできない。やり方を教えないとできないが、

そういう研修をやったという話を聞いたことがない」

•「外部からもってくる授業がいっぱいある。
仕事が増えて、ものすごい多忙を招いている」

•「普通に授業させてほしいです」



一方、大学・自治体での講義・セミナーは
どうなっているのか？

●落合歩氏 リクルート社・研究員（当時）

（現・ブライダル総研所長）

●岐阜、滋賀、鳥取、岡山、京都、奈良など

全国の自治体や大学での講義、講演は

延7,000人が対象と同氏（インタビュー）

●「妄想婚姻届」「人生ワゴン」など

同社独自開発のキットを活用した授業

●今年度は東京都で講演 YouTube

自治体のライフプラン事業にも婚活事業者などの利害関係者が
関与しているのは、公共性という点で問題が大きい

リクルートブライダル総研HPより



岐阜県内の大学でのライフプラン教育では
講師の約８割が、同一の婚活関連企業の同一人物

2015年…３校４回
2016年…6校7回
2017年…9校

講師謝礼は10万・交通費は3万円
岐阜県が支給

同一の婚活関連企業がほぼ全部
の公共事業を請負う寡占状態
市場原理主義？

平等主義や
公平性・公共性は
一体、どこに？



ライフプラン教育は、公共性の欠如なのか、
変質なのか？

●「早く結婚し子どもを二人以上産む」生き方を

「望ましい生き方」として学校等の教育で押し付けられている

●しかも、少子化対策という「国家の社会保障」として

個人の生き方に介入している

●国家が教育を経由してパターナリスティックに押し付けている

●しかも副教材なので、教育委員会等の裁量。

よって複数の価値などの公共性は担保されにくい

●講座・セミナーなども自治体の裁量

●「優良事例の横展開」により、類似事業が全国に拡散される



3.  背景にいるのは誰？



きっかけは
「少子化危機突破タスクフォース」の「女性手帳」

北陸中日新聞 2013年5月9日

「若い女性に妊娠、出産の

適齢期など医学的な知識を

認識してもらう」

（森雅子少子化・
男女共同参画担当大臣）

しかし、女性団体等が
「国家の介入」と反発
したことが報道され、

頓挫した

「婚活議連」メンバー



ライフプラン教育を提案したのは誰か？

●2013年第二次安倍政権下「少子化危機突破タスクフォース」

委員の松田茂樹・中京大学教授（家族社会学）が提案。

佐藤博樹・座長や産婦人科医の吉村泰典内閣官房参与も

賛同して具現化

●松田茂樹教授は、右派シンクタンク「日本政策研究センター」

から冊子を刊行。また同団体の機関誌に記事も複数掲載

されるなど右派シンパの学者



松田茂樹・加藤彰彦
『「少子化」克服への処方箋』
日本政策研究センター、2014年

日本政策研究センター機関誌
『明日への選択』
2017年3月

「結婚・出産に関する教育が必要」

「専業主婦家族への支援が必要」（松田2014）

「21世紀型『産めよ増やせよ』政策が必要」

「家族の一体感を強め、家庭基盤の再生、

強化を後押しするような政策が必要」

（日本政策研究センター）

家族社会学者と、保守的な家族政策を求める
右派の連携が目立つ

松田、加藤ら家族社会学者が
保守的な家族政策を求める右派シンクタンクと

連携し、盛んに発信
松田は、少子化対策の審議会委員や座長を

多数歴任



高校保健教材『健康な生活を送るために』でも、
同様の妊娠適齢期教育が、改ざん付で行われていた

・田中重人「非科学的知識の広がりと 専門家の責任 ─高校副教材「妊娠のしやすさ」グラフをめぐり
可視化されたこと」『学術の動向』2017年8月号：18,19より借用

・西山千恵子・柘植あづみ編, 2017, 『文科省／高校「妊活」教材 の嘘』論創社 も参照



4.教育の公共性という観点から見ると



制度が実現をめざす公共的価値

•「互いに異なった生を生きるすべての人々が利害関心や価値観の違いに

かかわらず、市民としては互いに受け入れることのできる価値」

•「（少数者を含む）あらゆる市民の立場から批判的に検討してもなお
維持できる」（齋藤2017）

「幸福の実現ではなく、平等な自由の保障」

コンプライアンス、コモンセンス
他者の人権を侵害しない・反差別規範 が重要



2000年以降の自民党による性に関する政策と
「公共性」の矛盾？

教育基本法では、規範・共通の価値として「公共の精神」を導入
しかし他の流れを見ると、「公共」は「国家」を含意？

・2000年代 バックラッシュで右派・自民党が性教育、男女共同参画政策を攻撃

・2006年 教育基本法改正 「公共の精神」 「伝統と文化」の尊重 家庭教育 国の統制強める

・2012年 自民党改憲案 24条で個人より家族重視

2013年 官製婚活、ライフプラン教育、三世代同居奨励 早く結婚し子を産む家族を標準化

• 2016年 性的指向・性自認についての考え方 差別には触れず、ジェンダーフリーを批判、

性別二元論を強調



教育基本法の改正により新たに「公共の精神」
が2箇所で謳われた

n前文
公共の精神を尊び、
伝統を継承し

n教育の目標
公共の精神に
基づき、主体的に
社会の形成に
参画し、発展に
寄与する態度を
養う



ライフプラン教育による公共性の変質

従来のライフプラン（キャリア）教育は、個人の生き方の可能性を広げること（価値の複数性）を目ざ
していた。一方現在のライフプラン教育は、若いうちの出産を国家プロジェクトとして啓蒙するもの。

教育における公共性という観点から見ると、教育基本法で「公共の精神」が新たに加わったにもかか
わらず、子どもを持ちたい人を最優先し、人権が保障されないしくみへと変質していた。

●ライフプラン教育

価値の複数性を認めない / 私より国家を優先させる教育
プレッシャーを与える

●公共性はどうなったか？

反差別規範に背く

義務教育段階から子どもを持つ人生設計だ
けを学校で教える

世界標準の権利であるリプロダクティブ・
ヘルス/ライツを認めない

国策として自治体にライフプラン教育を下
ろす

一部の利害関係者に誘導する政策

国による地方自治体の統制

あらゆる人々に共通の利益を保障していない



ただし、変化の兆しも 公共性は変わる
『「やりたい」「なりたい」から始めよう』岐阜県

多様な家族のかたち
単独世帯、DINKS、ステップ
ファミリー、パートナーシップ
多様性を認める社会に
LGBT・パートナーシップ
制度

『「やりたい」「なりたい」から始めよ
うーライフデザインを知る・考える』岐阜県、

2020年

岐阜県作成のパンフ、2020年版



引用・参考文献

• 河合雅司・松田茂樹2013『「少子化亡国」をどう乗り越えるのか』日本政策研究センター』

• 菊地夏野2019『日本のポストフェミニズム——「女子力」とネオリベラリズム』大月書店

• 小坂実2017「『ライフデザイン教育』が若者と日本を救う」『明日への選択』2017年3月

日本政策研究センター

• 齋藤純一2000『公共性』岩波書店

• ————2017『不平等を考える——政治理論入門』筑摩書房

・斉藤正美2020「地方自治体によるライフプラン教育——「若い時期での妊娠・出産」奨励と、

歯止めとなっていない男女共同参画」『女性学年報』第４１号：3-22

• 田中重人2017「非科学的知識の広がりと 専門家の責任 ─高校副教材「妊娠のしやすさ」

グラフをめぐり可視化されたこと」『学術の動向』2017年8月号

• 西山千恵子・柘植あづみ編2017 『文科省／高校「妊活」教材 の嘘』論創社

• 松田茂樹2021『続・少子化論——出生率回復と＜自由な社会＞』学文社

• 松田茂樹・加藤彰彦2014『「少子化」克服への処方箋』日本政策研究センター


