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はじめに
女性の活躍や、その前提としての働き方改革が求められる中、近年、晩婚化・晩産化等を背景に、育
児期にある者（世帯）が親の介護も同時に引き受けるという、「育児と介護のダブルケア（以下「ダブ
ルケア」という。
）
」問題が指摘されるようになってきている。育児・介護に関する研究は、それぞれ蓄
積が進んでいるが、育児と介護を同時に担う「ダブルケア」については、まだまだ限定的であり、ダブ
ルケアを行う者がどれだけの人数、割合で存在するのか、また、どのような問題を抱え、社会的支援を
必要としているのか等を包括的に行った調査は、ほとんど見当たらない。そもそも、ダブルケアの定義
は、子育て・介護の対象者との続柄、対象者の年齢、支援内容に金銭的支援を含むかどうか等が研究に
より異なっている。
こうした中、政府は、平成 26 年 6 月 26 日に決定した「女性活躍加速のための重点方針 2015」におい
て、女性のキャリア断絶の防止に向けた「ダブルケア」問題の実態について、調査を行うこととし、こ
れに基づき、本調査を実施したものである。
このような背景を踏まえ、本調査では、ダブルケアの定義を吟味するとともに、ダブルケアを行う者
の人数や割合、就業状況、必要とする社会的支援の 3 点を中心に、2 つの公的統計（就業構造基本調査、
国民生活基本調査）の個票による推計、及びインターネット・モニターによるアンケート調査を通じて、
ダブルケアの実態把握を行った。

1. 調査研究の概要
1.1. 目的
経済の担い手として女性の活躍を更に促進するとともに、働き方を改革していくことが求められる中、
近年、晩婚化・晩産化等を背景に育児期にある者（世帯）が親の介護も同時に引き受けるという、「育
児と介護のダブルケア（以下「ダブルケア」という。）」問題が指摘されるようになってきている。しか
し、ダブルケアがどれだけの人数、割合で存在するのか、また、どのような問題を抱え、社会的支援を
必要としているのか等の調査はこれまでのところ行われていない。このような背景を踏まえ、ダブルケ
アの実態を把握するための調査を行った。

1.2. 調査研究手法
本調査では、基本方針として、以下を段階的に実施した。




1：先行研究の整理
2：ダブルケアを行う世帯・人口の推計
3：ダブルケアを行う者の実態に関するインターネット・モニターによる調査

最初に、先行研究を整理し、これまでの研究成果やダブルケアが抱える課題を明らかにするとともに、
公的統計の再集計ならびにインターネット・モニター調査の実施に向け、ダブルケアの定義や分析方法
を実施する上での論点を整理した。
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次に、就業構造基本調査ならびに国民生活基礎調査の個票を用いてダブルケアを行う者の人数・世帯
数や基本的属性、就業状況等を再集計した。
さらに、インターネット・モニター調査では、ダブルケアを行う者の意識や支援制度の利用状況や行
政への希望などを把握した。

1.3. ヒアリングによる検証
さらに、有用な調査設計、集計分析を実施するため、有識者へのヒアリングを実施した。
図表 1-1 有識者ヒアリング先一覧
氏名・所属

専門

黒田祥子
早稲田大学教育
総合科学学術院
准教授
大石亜希子
千葉大学
法政経学部 教授

労働経済学
応用ミクロ経済学

労働経済学
社会保障論



佐藤博樹
中央大学経営戦略
研究科 教授

雇用システム



相馬直子
横浜国立大学
大学院国際社会科
学研究科 准教授
山下順子
ブリストル大学
社会政治・国際学
研究科 講師

家族政策

ヒアリング
実施日
公的統計（国民生活基礎調査及び就業構造基本調査） 平成 27 年
の集計分析結果に関すること
12 月 9 日
インターネット・モニターによる調査における調査
項目に関すること
ダブルケアを行う者への政策措置等に関する意見
平成 27 年
12 月 22 日
ヒアリング事項






公的統計（国民生活基礎調査及び就業構造基本調査） 平成 28 年
の集計分析結果に関すること
2 月 26 日
インターネット・モニターによる調査における調査
結果に関すること
平成 28 年
3月1日
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