
高校生向けライフプラン形成冊子

ココから一緒にミライのコトを考えよう



５年後、10年後のことを思い描くことはありますか？

コロナ禍で友だちともなかなか会えず、部活動も思うようにできない。

進路のことを考えると不安がいっぱい。

将来のことを考える余裕なんてないかもしれません。

そんな今だからこそ、未来のことをイメージしながら気分転換してみませんか？

この冊子では、進路・就職や結婚、出産、子育てなどの

基本となるデータや情報を紹介しています。

みなさんが将来のことを考えるきっかけや、

友だちや家族と話す話題のひとつになれば嬉しいです。

多様性の時代、

一人ひとりがその人らしい生き方を実現することができます。

どんな生き方があるのか知って、自分は何がしたいのかを考えて、

あなたらしい未来を見つけよう！

その人らしい未来のために
知って、考えて

あなたらしい生き方を選ぼう！

ココから一緒にミライのコトを考えよう
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　「みやぎジョブカフェ」に来られる方に仕事選びの
ポイントとしてお話しているのは２つです。１つは自分を
理解すること。何に興味があるのか、どんな働き方をし
たいのかなど自問自答してみましょう。もう１つはどん

な仕事があるのかを理解すること。世の中には様々な
仕事の種類があります。ジャンルにこだわらず多くの
情報を集めてみましょう。興味のあったものと関わりが
ない業界が結びついたり、意外な発見もありますよ。

宮城県の高校卒業者のうち、大学・短大・専修学校・職業能力開発施設などに進学する人は７5．３％（全国
７9.5％）、就職する人は２０．５％（全国１５．７％）。就職する人の比率は、高校の専門によって異なり、全国の
データによると、上位5位は工業科64.9％、水産科60.6％、農業科49.8％、福祉科44.8％、商業科
38.3％となっています。総合学科は25.4％、普通科は7．２％です。

18歳、22歳、24歳で就職のするケースが多いですが、仕事をしながら通信制の大学で学ぶ人、大学生で起業
したりフリーランスで仕事を始める人、社会人を経験してから学生に戻る人もいます。就職や学びのタイミング
は人それぞれ。「どんなことを身につけたいか？」「何を仕事にしたいのか？」そこから目指す道を探してみよう！

正社員の場合、年齢が上がるにつれ
て年収が高くなる傾向があります。ま
た、高卒より大卒の方が年収が高い
傾向があります。パート・バイトなどの
フリーターの場合は、厚生年金や退職
金制度などが適用されにくい傾向も
あります。一方で、国の「働き方改革
法案」が成立したことで、「同じ労働」
なら「同じ賃金」にしようという待遇改
善に取り組む企業も増えています。
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高校卒業者の主な進路状況

性、学歴、雇用形態別にみた年齢と年収

大学 ・ 
短大進学

専修学校・
職業能力
開発施設等

専修学校・
職業能力
開発施設等

23.5％
22.1％

就職

20.5％

その他 4.2％ その他 4.8％

就職

15.7％

高校卒業後の進路 就　職

卒業後の進路はどんなものがあるの？ 就職のタイミングっていつ？ 

正社員とフリーターの違いって何？

宮城県 全　国

働く目的を考えよう
「働く」のは生活のため？ 理由は１つかな？

若者就職支援・みやぎジョブカフェ
佐藤 幸徳さん（写真右）、岡本 江美さん（中）、浅野 弘美さん（左）
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％57.4％57.4

大学 ・ 
短大進学

％51.8％51.8
令和3年度
学校基本調査状況別卒業者数

文部科学省
高等学校卒業者の学科別進路状況
（令和3年3月卒）

厚生労働省
「正社員？フリーター？
何が違うの？」

歳22歳22 歳～24 26歳～24 26歳18歳18
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収入を
得るため

技術を
生かすため

社会の
一員として
務めを

果たすため

達成感や
生きがいを
得るため

高校卒業 大学卒業 大学院卒業

どんな仕事があるのか視点を広げて情報を集めよう
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男性／パート・バイト

女性／正社員
女性／パート・バイト



20代～30代の未婚の男女を対象にした調査では、結婚したい理由は「家族を持ちたい」、「子どもが欲しい」が
同率1位でした。3位は「好きな人と一緒にいたいから」、4位は「老後に一人でいたくないから」でした。結婚
しない理由はダントツで１位が「適当な相手にめぐり合わないから」。

宮城県の平均初婚年齢は、2005年には夫29.5歳（全国29.8歳）、妻27.5歳（全国
２８.0歳）でしたが、2020年には夫30.9歳（全国３１.0歳）、妻29.6歳（全国２９.4歳）で、
晩婚化が進んでいます。

「結婚したい」と考えている人は全体で77.7%、
「結婚するつもりはない」と答えている人は7%と
なっています。では実際に結婚している人の割合は
どのくらいなのでしょう？50歳時に未婚の割合
は2015年の時点で男性で23.4%、女性で14.1%
となっており、年々未婚率が増加しています。

　みやぎ結婚支援センター「みやマ
リ！」は、2021年にできた宮城県の公的な施設で、AI
（人工知能）を使ったマッチングサービスをしています。
　AIマッチングのベースとなるのは、入会した時に答
えてもらう価値観についての112問の質問です。その
うち、約半分がご自分のことについて、残りが希望と
するお相手に求めることについての質問です。マッチ

ングアプリなどに比べてちょっとハードルが高いと思
われるかもしれませんが、自分はどんな性格なのか
を見つめ直すことができたり、結婚に何を求めている
のかを整理して考えるきっかけになります。
　結婚を考える、ということは、自分を客観的に見て、
足りない部分を補ったり、得意な部分を伸ばすという
点では勉強や就活とも共通する部分が
あるのではないでしょうか。
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結　婚

結婚する理由、しない理由は？

みやぎ結婚支援センター「みやマリ！」
運営会社：タメニー株式会社
畠山 祐子さんIN
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内閣府平成26年度
結婚・家族形成に関する意識調査結果
P53「結婚していない理由」

みやぎ結婚支援センター「みやマリ！」

令和3年版
少子化社会対策白書
婚姻・出産の状況
P12「未婚化の進行」

内閣府平成26年度
結婚・家族形成に関する意識調査結果
P43「結婚したい理由」

内閣府平成26年度
結婚・家族形成に関する
意識調査結果
P37「将来の結婚意向」

歳30.9歳30.9 歳29.6歳29.6

結婚する理由

将来の結婚の意向

1位

好きな人と一緒にいたいから
子どもが欲しいから

3位

老後に一人でいたくないから4位

自由や気楽さを失いたくないから2位

結婚後の生活資金が足りないと思うから3位

結婚しない理由

宮城県夫 宮城県妻

みんな何歳で結婚しているの？

結婚しない人は増えているの？

パートナーシップ制度とは
C
O
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人を好きになる気持ちに制約はありませんが、日本では、
法律上、性別が同じ２人は結婚することができません。そ
のため結婚していれば認められる相続ができなかったり、
パートナーが病気の時に家族として治療の判断できない
ことがあります。そこで生まれたのが各自治体ごとに制定
するパートナーシップ制度です。東北では2020年に青森
県弘前市が導入しています。

勉強や就活での経験は将来の婚活にも役立ちます

結婚したい

％77.7％77.7

結婚する
つもりはない
7.0％

わからない
・
無回答
15.3％

（2020年）

家族を持ちたいから1位 適当な相手に
めぐり合わないから

1位

都道府県別にみた
年次別夫妻の平均初婚年齢
（各届出年に結婚生活に入り

届け出たもの）（1）夫

都道府県別にみた
年次別夫妻の平均初婚年齢
（各届出年に結婚生活に入り

届け出たもの）（2）妻



今から10年前（2010年）の宮城県で誕生した子どもは19,126人、2020年に誕生した子どもは14,480人で、
4,646人減少しています。全国では10年前に1,071,305人生まれていた子どもが、2020年には840,835人
と、230,470人減少しています。

2020年の調査で、１人の女性が生涯で生む子ど
もの人数は、宮城県で１.20人（全国1.33人）と
なっています。結婚する人が減っていること（未
婚化）や結婚する年齢が遅くなっていること（晩
婚化）が大きな理由と考えられます。
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子どもをもつこと

子どもはほしいと思う？何人ほしいと思っているの？

実際の子どもの数はどうして理想通りじゃないの？

ほしいが、
子どもが
できない

高齢で
生むのは
嫌だ

育児や教育の
費用が心配

宮城県の子どもは減っているの？

厚生労働省
令和２年（2020）
人口動態統計
（確定数）の概況

子どもが減ると何か問題？
子どもが減り、人口が減少することによって、人手不足による倒産や産業の
衰退、公共交通や道路、施設のみならず医療提供体制などの維持が困難に
なり、地域社会の維持が難しくなっていくことが想定されます。

CO
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MN

希望の子ども人数

3人
27.0％

1人
7.0％4人 3.2％

5人以上
1.0％ 無回答 0.8％

欲しくない 6.0％

2人

％55.1％55.1

人1.20人1.20

1人の女性が産む子どもの人数
（合計特殊出生率）

（宮城県 2020年）

※四捨五入の関係で100％になりません
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厚生労働省 人口動態（確定数）の概況（宮城県）

厚生労働省
令和２年（2020）
人口動態統計

（確定数）の概況

宮城県
令和元年

人口動態統計
（確定数）の概況

平成26年度(2014年）の調査によると、未婚者の86.6％
が「子どもがほしい」と思っています。希望する子どもの人
数は「２人」を選ぶ人が半分以上！未婚者の平均は２.0人で、
既婚の人にかぎると「平均2.3人ほしい」となりました。

令和3年版
少子化社会対策白書
出産・子育てをめぐる
意識等P22

内閣府平成26年度
結婚・家族形成に関する意識調査結果
P81「将来子供を希望するか」
P83「希望の子供人数」

人-4,600人-4,60010年で
およそ

マイナス

20202019201820172016201520142013201220112010

14,48014,48014,94714,947
 16,211  16,211 16,68116,68117,399 17,399  18,023  18,023 18,06918,06918,94918,94918,70718,70718,06218,062

19,12619,126

を希望人
平
均2.3人平
均2.3既婚者は



16～19週
250g程度
オレンジ１個

妊娠

第一子出産時の母と父の平均
年齢は、2005年には母29.1歳、
父３１.1歳でしたが、2020年には
母30.7歳、父32.8歳。 妊娠してから出産するまでの期間は約10か月間。その間に赤ちゃんは

ものすごいスピードで成長していき、お母さんの体も変化していきます。

見た目はあまり変わりませんが、つわりや気分に
ムラがでたり、トイレが近くなることも！

第一子出産時の母と父の平均年齢

女性の各年齢における
卵子の数の変化

出　産

みんな何歳で出産しているの？ 妊娠から出産までどんな変化があるの？

出産適齢期って何？

厚生労働省
母子健康手帳P62～

出典：『最新産科学 正常編 改訂第22版』
P59、著者：荒木勤、発行：文光堂

髪の毛が生えてくるよ

外の音が聞こえるようになるよ！

HUMAN+
（日本産科婦人科学会）

妊娠初期（4～15週）

つわりはおさまり安定期に。お腹のふくらみが目立ってきます。
20週ころから胎動を感じます。貧血や便秘に注意を。

お腹がさらに大きくなります。腰痛や足のむく
みに注意を。赤ちゃんに会えるまでもうすぐ。
ゆったりした気持ちで過ごしましょう。

妊娠

胎児の
大きさ

　最近は核家族で、きょうだいも少
ないこともあり、身近で妊婦さんに接する機会もな
かなかありません。日に日に体が変化するので女性
自身も戸惑うことが多いと思いますが、男性はなお
さらです。妊娠によって妻の気分のムラが激しくなっ
たり、体調が不安定になったりして男性が戸惑うこ
とがあります。男性は将来、妻が妊娠して変化が
あっても慌てずしっかりと受け止めてあげてくださ
い。また、女性は男性とコミュニケーションをとって、
お父さんになる準備を後押ししてあげてください。

宮城大学 看護学群・教授
宮城県助産師会会長

塩野 悦子さん
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50403020105963
Baker TG（1972） Gametogenesis, Acta Endocrinol Sullpl 166;18-42を基に厚労省で一部改変

年齢（歳）胎児（ヵ月）

閉経時には
数はゼロに近づく

思春期には
20～30万個に減少

出生時には
約200万個まで減少

卵の数は胎生20週まで急増
約700万個

卵子の数
（万個）

出
生

閉
経

胎生期 思春期 性成熟期 更年期
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　晩婚化にともなって、高齢妊娠
出産が増えています。35歳以上での妊娠出産は合
併症や難産などのリスクや、親が高齢となり育児を
支援してもらえないなどのデメリットもあります。一
方で経済的にも精神的に安定していて妊娠出産を迎
えることができ、健康的で賢い子に育つという報告
もあります。
　10代の妊娠の場合も合併症や低出生体重児など
のリスクがあります。妊娠の可能性があるときは早め
に産婦人科を受診してください。

東北大学病院 周産母子センター・医師
大塩 清佳さん

高齢での出産は
合併症や難産などのリスクが高まります

はじめての妊娠は
女性も男性も驚きの連続です

明るさを感じるよ！

超音波検査で動きがわかるようになるよ！出生順位別にみた
年次別

父の平均年齢

出生順位別にみた
年次別

母の平均年齢

男性不妊
造精機能障害
精路通過障害
性機能障害

女性不妊
排卵障害
卵管因子
子宮因子

不妊治療
避妊しないカップルが１年間妊娠しない場合は不妊症と考え
られ、現在、６組に１組が不妊といわれています。その原因は
女性だけでなく、半分は男性にあるといわれています。32歳
くらいで治療を開始した人の生産率は約20％ですが、年齢が
上がるほど妊娠率は低下し40歳では約7～8％です。
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7週
3cm程度
ぶどう１粒

妊娠

20～23週
600g程度
グレープフルーツ1個

妊娠
24～27週
900g程度
メロン１個

妊娠
28～31週
1200g程度
カボチャ１個

妊娠
32～35週
1800g程度
白菜１個

妊娠
36～40週
3000g程度
スイカ１個

妊娠

11週
20g程度
いちご１粒

妊娠
3週

4mm程度

妊娠
15週

100g程度
レモン１個

妊娠

歳32.8歳32.8歳30.7歳30.7
母 父

（2020年）

女性の場合、卵子は出生後新たにつくられることはなく、
年齢とともに減少していきます。ホルモンバランスがよく、
子宮や卵巣の問題が少なく、卵子の質が高い25～35歳前
後が出産適齢期といわれています。35歳前後から妊娠率
が下がり、40歳を過ぎると妊娠はかなり難しくなります。
男性においても、年齢の影響は精子の
数や運動性の低下として現れます。

出産妊娠中期（16～27週） 妊娠後期（後28～40週）

厚生労働省
「知っていますか？

男性のからだのこと、
女性のからだのこと」
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２児のママにある1日のスケジュールを聞いてみました！

子育て

子育てしてよかったこと、負担に思うことは？ 子育て中の働き方はどう変わる？

両親や子育て中の先生に
子育てして嬉しかったこと、
大変だったことを聞いてみよう

厚生労働省
第６回（平成28年）21世紀出生児縦断調査結果
「子供を育てていてよかったと思うこと」
「負担に思うことや悩み」

宮城県経済商工観光部
令和2年労働実態調査結果報告書P32

成長に喜びを感じる1位

家庭が明るい2位

ふれあいが楽しい3位

子どもを持つ人に「子どもがいてよかったと思うことがあるか？」と聞くと、99%の人が「ある」と答えています。
よかった理由でもっとも多かったのは「子どもの成長に喜びを感じる」、次いで「家庭が明るい」「ふれあいが
楽しい」となりました。反対に「負担に思うことや悩み」と聞くと、「子育ての出費がかさむ」「自分の自由な時間
が持てない」「子育てによる身体の疲れが大きい」があがりました。

出産から子どもが1歳になるまでの支援制度
には産前産後休暇、育児休業制度がありま
す。仕事に復帰してからも時短勤務や時間外
労働の制限などのサポートもあります。宮城
県では95%の事業所が育児休業制度を設け
ています。さらに社内に託児所を設置したり、
テレワークでの仕事をメインにできるなど
独自の支援をしている企業もあります。
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子育ての出費がかさむ1位

自分の自由な時間が持てない2位

子育てによる身体の疲れが大きい3位

家事、
自分の食事
家事、

自分の食事
寝かしつけ

（そのまま就寝）
寝かしつけ

（そのまま就寝）
長男のお迎え長男のお迎え起床

朝食・
お弁当作り

起床
朝食・
お弁当作り

夕食作り夕食作り

夕食夕食

子どもの食事補助子どもの食事補助 就寝就寝洗濯洗濯

次男のお風呂次男のお風呂

■ 会社の子育てサポート制度を利用しよう！

育児休業制度は男女とも利用できますが、女性に
比べると男性はまだ活用が少ない状況です。2022
年４月には法律が改正され、「産後パパ育休」が新た
に加えられるなど、育児休業を取りやすくなります。
女性も男性も子育てと仕事を両立するためには、制
度を活用しながら協力し合うことが重要です。

■ 子育てはパートナーとの連携が重要に！

％6.0％6.0
育児休業制度を利用した女性 育児休業制度を利用した男性

Y・Sさん／会社員 妻／パート 子ども1人 子ども1人

子ども2人子ども1人

平日は子どもの登園とゴミ出し、帰宅後の洗濯
を担当。最近、自動乾燥の洗濯機を購入したの
で干す手間が省けて助かっています。休日は子
どもの世話をしながら家事のお手伝い。気分転
換に家族でお出かけを楽しんでいます。

みやマリ・畠山祐子さん／会社員 夫／自営業

夫婦ともフルタイムで働いているので、家事も
育児も夫婦で半分ずつ担当しています。朝の食
事の準備や子どもの世話、登園は夫、夕方のお
迎えと夕食の準備は私が担当。洗濯は夫、掃除
は半分ずつという感じです。

今、高校生の子どもがいます。子どもが幼い頃は週４
日勤務、時短勤務で働いていました。夫も仕事が忙し
かったので、家事は主に私の担当ですが、育児は二
人で協力しています。最近、同僚の話を聞くとパパも
主体的に子育てに関わっているんだなと感じます。

宮城大学・塩野悦子先生／大学教員 夫／自営業東北大学・大塩清佳先生／医師 夫／医師

双子育児は大変でしたが、特に役割分担はせ
ず、できる人ができる時にやっていました。夫が
忙しい時はワンオペでしたが、私が海外出張な
どで留守の時にはすべてを担ってくれました。
綱渡りでしたが、子育ては喜びが多いです。

みんなは子育てをどんなふうに協力しているの？
子ども ： ２歳児の長男、生後２カ月の次男、ママ ： 会社員（育休中）、パパ ： 会社員

料理や掃除は私、洗濯や育児（入浴や食事
など）はパパというふうに分担しています

長男登園長男登園

長男のお風呂長男のお風呂

（宮城県）

授乳授乳

6：00 8：30 9：00 12：00 15：00 16：00 18：00 20：00 21：00 0：00 3：009：30 13：00 19：00 22：00

パパ

パパパパ パパ パパ

パパ

ママ ママ ママ ママ ママ
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　SNSやWebでまったく知らない人と簡単につ
ながることができる時代です。とても便利な一方
で、危険もあります。昔は周りの大人が子どもたち
がどんな友だちとつながっているのかを把握し、
何かあったときにも守ることができましたが、今は
それができません。自分の身を守るのは自分！その
気持ちをしっかりと持って行動してください。

宮城大学 看護学群・教授、宮城県助産師会会長
塩野 悦子さん

14 15

健康なからだ

将来のために今からできることはある？

　真面目で頑張る方ほど「失敗したら…」と悩むこと
があります。その時は「失敗」と思うかもしれません
が、考え方しだい。経験ととらえれば、次につながる
転機になることも多いです。アスリートも失敗を転機
に変えて成功している人が多くいます。自分の可能
性をせばめず、失敗もチャンスと思って自分なりの人
生を楽しんでください。

高校生のみなさんへ

若者就職支援・みやぎジョブカフェ
佐藤 幸徳さん、 岡本 江美さん、 浅野 弘美さん
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　最近、中・高校生から「女性は月
経や出産があるから損だ」という声を聞くことがあり
ます。
　私たち助産師は日々、命に向き合う仕事をしてい
ます。受精することも、10か月お腹の中で成長し生ま
れることも奇跡の連続であることを実感しています。
そうした奇跡がつながって、一人ひとりが存在するの

ですから、みなさんはかけがえのない存在なのです。
自分の体を理解して大事にしてあげてください。　
　男性は女性の生理についてわからないかもしれ
ませんが、女性の体の中では毎月、生命を育むため
のものすごい変化が起きているということを理解し
てください。あなた自身もそうした変化があって、誕
生することができたのです。
　まずは自分自身を大事にすること、そして相手のこ
とも同じように大切に考え守ってあげてください。

宮城大学 看護学群・教授
宮城県助産師会会長

塩野 悦子さん

奇跡の存在、あなた自身を大切に

■ 月経（生理）のしくみを知って、体を大切にしよう
女性は、将来、赤ちゃんをつくるために必要な卵子（約200万
個）を持って生まれてきます。思春期になってホルモンの働き
が活発になると毎月、卵巣から卵子が１つずつ排出されま
す。このタイミングで精子と出会うと受精し、子宮に着床し、
妊娠します。受精しないと、赤ちゃんを育てるために厚くなっ
ていた子宮内膜がはがれ落ち、血液と一緒に排出されます。
これが月経です。女性は初潮から閉経（月経がなくなること）
まで平均35～40年間、毎月このサイクルを繰り返します。

■ 今と将来の体づくりにつながる食事をとろう 月経や無理なダイエットの影響で女性は
貧血になることがよくあります。自分の今
の健康のためにも、将来のためにもバラン
スの良い食事を摂りましょう。女性に特に
意識的に摂って欲しいのは、鉄分とカルシ
ウム、良質なタンパク質です。男性はビタ
ミン（緑黄色野菜）や亜鉛などのミネラル
（ナッツや牡蠣など）を積極的に摂るように
しましょう。

　誰かを好きになると、相手は何が好きなんだろ
うとリサーチしたり、自分を磨いたり、どんな会話
をしたら喜んでもらえるかと工夫したり、自然に自
分自身を成長させてくれます。たとえ思いが叶わ
なくてもその経験は将来のあなたを支えるチカラ
になります。

みやぎ結婚支援センター「みやマリ！」
運営会社：タメニー株式会社 畠山 祐子さん

　妊娠、出産は女性にとって人生の中で大きなイ
ベントです。もちろん産まないという選択肢もあり
ます。将来の希望を叶えるために、今やるべきこと
は何か、どういう大人になりたいのか、どのタイミ
ングで子どもを産むのかも含め、自分なりのライ
フプランを描いていってください。

東北大学病院 周産母子センター・医師
大塩 清佳さん

2013年以降増えています2013年以降増えています

厚生労働省
「特別養子縁組
制度について」

特別養子縁組って何？

　「特別養子縁組制度」は、さまざまな事情により生みの親のもとでは暮らせない
子どもを、自分の子どもとして迎え入れる制度です。法的な親子関係を結ぶため、
子どもが生涯にわたって安定した家庭を得ることができます。
　これまで養子となる子どもの年齢は「原則6歳未満」でしたが、2019年の法改正
で「原則15歳未満」に引き上げられました。また、成立するまでの手続きが見直され、
養親を希望する人の負担が減りました。
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特別養子縁組の成立件数

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年）

子宮

膣

卵管子宮内膜

卵管采

子宮筋層 卵巣

厚生労働省
「健やかなからだづくりと食生活BOOK」

日本医師会
「あなたの健康を応援する『健康の森』」
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裁判所　司法統計により作成



就職や結婚、出産などを記入しよう

18歳 20歳 22歳 24歳 26歳 28歳 30歳 32歳 34歳 36歳 38歳 40歳

みんなと話しながらライフプランを考えてみよう！

宮城県保健福祉部 子育て社会推進課
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1　TEL 022-211-2528　FAX 022-211-2591 2022年3月作成
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