
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ フランス大家族カード調査 
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1  制度導入の背景・経緯 

1-1  制度導入時の時代背景と家族政策の歴史 
1914－18年の第一次世界大戦において、フランスは140万人余り（当時の総人口4千万人）の戦死者を
出した。この結果出生率が著しく低下し、様々な家族政策が採られた。1918 年にイゼール県において、建
設・機械・鋳物業の経営者団体が、国内初の家族手当公庫を創設した。1920 年には「出生高等評議会」が
設置され、また避妊法の広告・販売および妊娠中絶を禁止する法律が制定された。同年、5人以上の子ども
を持つ多子家族を表彰する制度（家族表彰メダル）が開始された。 
こうした流れの中、1921年 10月 29日付鉄道新体制に関する法 8条において、未成年の子ども 3人以
上を有する大家族に対し、鉄道料金の割引カード（大家族カード制度）が制定された。 
その後、1932 年に家族手当法（雇用者が一つの補償金庫に加入の義務化）が制定され、2 人以上の子
どもを持つ商工業部門の全ての賃金労働者に対する家族手当の支給が一般化している。また、1939 年に
は家族問題を担当する閣外相が誕生し、家族給付および多人数家族の税金に関する措置を規定した家族

法が発布され、さらに第二次世界大戦後の 1945には社会保障制度も創設され、家族手当公庫の組織およ
び財源に関して抜本的な修正がなされている。このように様々な施策を講じた結果、1946年～1967年まで
の間の合計特殊出生率は 2.6以上となり、人口増加がみられた。 
しかし、女性の社会進出が目立つようになった1960年代から、新たな家族政策が求められるようになり、

1967 年、社会保障制度の行政編成に関する法令と施行令により、社会保障制度の 4 部門の内一つが家
族部門に位置付けられるようになった。そして、1970 年以降、出産休暇中の賃金補償、共働き家族への家
族給付、育児親手当、乳幼児手当などが、受給要件と所得要件を伴う形で次々に創設されてきている。

1994年、首相が議長を務める年次家族会議の開催が「ヴェイユ」法で規定され、以来、この会議は年1回、
家族問題の主要関係者と協議し、家族政策の方針を発表する場になっている。1999 年には、共同生活を
営んでいれば結婚とほぼ同等の法的権利を与える PACS（連帯市民協約）を盛り込んだ法律も施行されて
いる。 

＜家族政策を支える組織・団体・機関＞ 

①労働・社会関係・連帯省（Travail, des Relations sociales et de la Solidarité） 
労働、社会的関係、労災・職業病の予防、女性の権利、職業上の男女平等、そして「保健・青年・スポーツ

省」、「住宅・都市省」および「予算・公的会計・公務省」の管轄外の社会福祉および社会的保護の分野にお

ける政策を担当。 
②家族問題省庁間連絡委員会DIF (Délégation interministérielle à la famille) 
関係官庁（文部、司法、INSEE〔国立統計経済研究所〕、住宅、内務、市町村など）から配属された専門職
員15 名のチーム。家族政策に関わる政府や省庁の活動を推進し、連携させる。家族政策の定義や条文
の起草にかかわる。家族政策の枠内に新たに入ってきた全ての措置を準備するために、家族政策のパー

トナー全員を参加させ、省際間の調整を行う。必要な調査を行い、毎年行われる家族会議の準備作業を行

う。 

■調査目的 
• フランスの大家族カード制度について、制度の特徴や評価・課題等の調査を行い、本制度の我
が国への示唆について検討する。 

■調査方法 
• 文献調査 
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③人口および家族に関する高等諮問会議HCPF( Haut conseil de la population et de la famille) 
HCPF は、大統領直属。現在18 名の委員(全国家族協会連合会長、全国家族手当金庫長、国立人口問
題研究所調、DIF、INSEE)が、大統領と政府に対して、人口問題、人口の中長期的な影響、家族に関する
問題を諮問することにある。人口に影響を及ぼす経済的・社会的・文化的次元の全ての問題、特に出生

力、人口の高齢化、移住の動きに関して、意見を表明し、研究する。 
④全国家族手当金庫（CNAF） 
商工業被用者を対象に家族給付を支給する実施機関。県にある123 の家族手当金庫CAFを統括してい
る。家族手当をはじめとした様々な給付と社会福祉活動に財源を支出している。CNAF の財源は、雇用主
と独立就業者（自由業など）の負担金が主なものである（全体の59.0％）。農業従事者のためには、別組織
CMSA（農業共済組合）が管轄。 

⑤全国家族協会連合（UNAF） 
1945年に設立。法律でフランスの家族の代表権を有する唯一の組織。8 000団体と 80万家族が加盟。

UNAFは UDAF（県家族協会連合）ならびに 8つの一般団体で構成される。主な活動は、家族問題につい
て加入団体の意見を集約し国の政策に反映させるための働きかけである。家族問題について調査研究も

行っており、フランスの家族問題について大きな影響力を持っている。また、他の NPO と異なり、フランス
家族協会連合は、毎年CNAFから家族手当総支給額の 0.1％が支給されている。 

⑥年次家族会議（Conférence de la famille） 
全国家族会議は、家族政策の進捗状況を報告するとともに、新たな家族政策を発表する場として、1982
年に第一回会議が開催された。1994 年には「家族に関する法律」に基づく会議として開催が義務づけられ
た。1998年には関連省庁間の調整を行う家族問題省庁横断組織が設置され、会議を所管している。 会議
は首相が主催し、関係大臣、国民会議の文化・家族・社会問題委員会委員長、上院の社会問題委員長、労

使団体、家族問題の分野で働く NGO等が参加する。 会議が新たな政策を公表する場となっているため、
新政策の公表に向け、会議の開催数か月前から関係省庁、関係団体が事前に折衝を行っている。大家族

カードの刷新も 2005年度の同会議で提案・審議されたものである。 
 
 

1-2  制度導入後の経緯 
(1)  対象となる子どもの年齢制限 

1974年に法律の改訂によって、成年が 21歳から 18歳に改められた。これに従い 1980年の政令で大
家族カードの使用年齢も 18歳に改訂された。 

 
(2)  外国人への権利拡大 

1924 年に制定された法では、大家族割引の権利は、フランス国民、ヨーロッパ国籍およびフランス植民
地とフランス保護領出身者に限定されていた。その後 1976年 6月運輸省通達により、EC（欧州共同体）国
籍（1976年時点で 9カ国）保持者に権利拡大された。 
また、2006年 6月の反差別 3団体による通告を起点に、2006年 10月、HALDE（反差別と平等のため
に戦う最高機関）により、「大家族カードの取得条件を国籍保有者に限定するべきではない」との不服申し立

てがあった。HALDE は権利を限定することは、フランスの国際規約に違反するものであり、人権に関する
欧州規約にも違反するとの見方を示した。2006年 11月、同法改正が国会で検討され、児童保護法に組み
入れられ、結果、フランスに滞在するすべての外国人家族に同権利は拡大された。これにより新たに 3万 8
千世帯（210万人）が同権利を有することになる。 
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1-3  制度改革の経緯 
(1)  CNAFCのレポート 
年次家族会議のメンバーであるCNAFC（カトリック家族協会全国連合）は 2003年2月に 「大家族カード
の刷新への提案」というレポートを発表した。元来大家族カードは、その適応領域を SNCF（フランス国鉄）と
していたが、次第に文化をはじめ経済など他の分野にも拡張してきた時代があった。しかし、同レポートで

は以下の問題点が指摘されている。 
① 公共セクターも含めた商業規則の発展や複雑化に伴い、権利や利用法が弱体化した。 
② 顧客対応の＜個人対応（個人主義対応）＞傾向が家族規模について認識不足をもたらした。 
③ 現状システムに関する実質的な情報不足は、同カードの利用可能性を衰退させた。 

 
そこで、現存するシステムとして比較的知名度のある大家族カードを、フランスと欧州における家族政策

の中で真の道具にするために、 
① 家族向け料金・サービスの明確化 
② 現在の家族の現状への適応 
③ 公共および民間の場における、同カード利用の促進と発展 

の 3 点を目標とし、「鉄道料金割引に留まらない多岐にわたるサービスを提供する制度への刷新」を提案し
ている。 

 
(2)  CNAFC実施のアンケート 
また同団体は 2005年には、「大家族よ、何を期待するか」というアンケート結果を発表した（アンケート対
象、3万 5千世帯）。同レポートには、専門家（経済学者 Jean-Didier Lecaillon氏、CNAFの国際関係部長
Philippe Steck氏）のコメントも加筆されている。2005年の年次家族会議に向けたワーキンググループには、
CNAFC代表として Annick Doulcet女史が出席しており、これらのアンケート結果が反映されている。 

 

＜アンケートの主な回答＞ 

・ 以前は存在した（制度枠外の）大家族向けの割引が少なくなってきている。「子どもの数に適応するだけの保証が

あるのだろう」という視線を感じる。 

・ 出費を考えると、美術館、映画館、プールなどへ出かける機会が減っている。 

・ 大家族カードで受けられた割引が、年々減ってきている。４人の子どもを展覧会や文化的な催し物に連れて行くの

は、入場料が高すぎることから困難だ。 

・ 社会保障が低所得者を優先的に支援するのは構わないが、平均的所得の大家族世帯への支援を図って欲しい。

子どもの数が増えれば、その分出費は嵩むのである。住宅、レジャー、交通料金、TVA 付加価値税（日本でいう消

費税。一般消費財に対する税率は 19.6％）、衣類、食品、住民税、電気・ガス・水道料金など。（多子世帯への）税

金控除や手当ては、これらの支出をカバーするには程遠い。 

・ 大家族世帯の存在は、フランス社会の重荷である。 

・ 大家族は、これまで政府から見放されきたという思いがある。家族政策は長期的視野に立たず次々に変わるが、

子ども達は確実に未来に生きることを忘れないで欲しい。 

・ 子沢山の家庭は社会のはみ出し者であり、社会から無視されている感がする。 

・ 大家族カードの交付は名誉と見なされるべきだ。日常生活のあらゆる環境で、50％から 70％の割引を享受できる

とよい。 

・ 消費の多い大家族世帯には、TVAの負担も大きい。世帯規模に応じて、大家族カードで TVA控除という制度があ

ればよい。 
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■現状確認・目的 

現行の大家族カードは、鉄道料金割引の恩恵を受けるものとして知られているが、同カードの利用者はその権利を有

する対象者の 3 割に過ぎない。今後サービスの適用範囲を拡大することにより大家族世帯が日常生活で消費財やサー

ビスの割引を受けられるものとする。 

 

■対策 

カードの管理と作成に関しては、これまでどおり SNCFの委託先 Gestform社が行う。上手く機能しているシステムを

活用し、カードの偽造を防ぐためである。2006 年初頭に発行を目指す新カードは、700 万人がその恩恵を享受すると見

込まれている。 

Leclerc (スーパー)、 Boulanger (家電製品)、Accor (ホテル)、UGC et Gaumont (映画館)などは、既にサービスの提

供を確約している。 

① カード申請書の配布箇所の拡大 

受付をこれまでの SNCF駅窓口から市役所、MSA（農業共済組合）、CAF（家族手当公庫）へ拡大 

② 日常生活での割引・サービス：鉄道料金の割引以外にも新たなサービスを提供 

今後、多くの公共サービス、また大企業からなるパートナー企業のネットワークも、大家族にとって有利な消費

財・サービスを提供する。＜住宅設備＞＜生活消費財とサービス＞＜レジャー・スポーツ・文化面＞の 3部門に

おいて優先的に進められる。 

③ 真の大家族カードの創設：カードの外観新装、ロゴの作成 

マリアンヌを表装することによりカードの合法性を保障する。協賛企業が店頭およびWEBサイト上でロゴ表示

することにより消費者の認知度を高める。 

(3)  2005年年次家族会議のためのワーキンググループ 
2005年 5月、同年 9月の年次家族会議に向け、＜子どもを望む家族の人口統計とその支援問題＞を協
議するワーキンググループの意見書が、連帯・保健・家族省大臣に提出された。同報告書では、大家族を

世代交代、社会の発展に寄与する重要な世帯であるとし、子どもの数は各家庭の意思が尊重されるものだ

とした上で、大家族にとって必要とされるものを政府が把握し、そのための政策を打ち出すべきだとしてい

る。 
同グループは、「大家族がフランス社会の発展にとってポジティブであり、『子どものいる、とりわけ多子世

帯にフレンドリーな国』とのメッセージをフランス社会全体が大家族に伝えることが重要である」とし、その大

家族世帯を支援する対策の一つに、大家族カードの刷新を打ち出している。「大家族世帯においては、住宅、

交通への支出が嵩み、レジャー、スポーツ・文化活動への予算は圧迫されていることから、同分野の企業

が具体的にどのようなサービスを大家族に提供、支援していくことができるかを話し合うことが重要だとし、

大家族カードで割引優遇を受けられる制度の構築」を提唱した。「協賛企業が『家族の友』のようなラベルを

提示することにより、フランス社会全体に、3子以上の世帯への優遇を暗示していけるだろう」としている。ま
た「カードとしての知名度はあるが、実用面での情報不足に対処する必要がある」とし、機能面での見直しを

も含めた具体案を提示した。 
 

1-4  大家族カードの刷新 
(1)  2005年年次家族会議報告 

2005年 9月、ドビルパン首相は、年次家族会議報告の記者会見において、SNCF カードをモデルとした
新たな「大家族カード」の創設を決定した。同首相は、「カードを刷新することにより、大家族世帯が、鉄道料

金に留まらず、消費やサービスの割引を受けられるようになる」と述べた。以下に同報告書の大家族カード

部分を抜粋・要約する。 
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大家族カード 

大家族カード制度のロゴマーク 

(2) 協賛企業の発表 
2006年6月、フィリップ・バ家族担当大臣は記者会見の席で、「3人目の子どもを持つと、より広い住居に
引越したり、種々設備の買い換えの必要性が想定される」とし、家庭の消費対象となる 22 企業が、上記新
制度のオフィシャル・パートナーとして紹介された。2007年には新たな参加企業も含め、約50社がパートナ
ーとなっている。フィリップ・バ大臣は、更なるサービスを地方自治体に期待しているとした。提供される特典

が確実に増えてくることにより、大家族カードの利用者は、現在の 280万人から 700万人にまで増大すると
見込んでいる。カード発行数は 2005年の 30万枚から 2006年に 59万枚（申請世帯数 21万）と倍増した。 

 
(3) 申請キット入手の利便性向上 
上述の会議において、手続きの簡素化のために、それまで SNCF 駅の窓口でのみ入手可能であった申
請キットの配布箇所拡大が図られた。 

 

2  新制度の内容 

2-1  新カードの外観 
新カードは、フランス共和国を象徴するマリアンヌを掲げ、両親 2 人子ども 3 人のイメージをロゴとしてい
る。 

 
 
 
 
 
 
 
      

         

 
 
 

 
 
 

 
パートナー企業（衣料品販売店）の店頭に 

掲示されているステッカー 
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2-2 制度の枠組み 
(1)  カード権利者 
同カードは、18歳以下の未成年を3人以上扶養する全ての家族が取得する権利を持つ。カードの所有は
家族単位ではなく、個人単位である。フランス国民および欧州連合国出身者、またフランスに常時滞在する

外国人とする。 
＜家族形態の変化に応じた権利変更＞ 

 
 

(2) 申請方法 
①申請キット配布場所 
以前は SNCF駅の窓口のみであったが、2006年 10月以降、CAF（家族手当公庫の窓口：全国 123箇
所）、CMSA（農業共済組合窓口：同 96 箇所）、全国約 160 の市役所で申請キットを入手できるようになっ
た。      
また 2007 年 6 月以降、SNCF の WEB サイトにて申請キットの郵送依頼が可能となった。

（http://www.voyages-sncf.com/guide/famille_nombreuse/demande_de_kit.htm?ID=VSC&DPT=TRAIN&rfrr=Page%20In

fos%20Prartiques_body_Demande%20de%20kit%20Familles%20nombreuses） 

 
②申請キット 
申請書、説明書、封筒(郵送料免除)、証明写真用クリアケースの 4点からなる。      
＜新規申請に必要な書類＞ 

 
 

(3) カードの有効期限 
有効期間は3年間（18歳の誕生日およびフランスの滞在終了時に無効となる）。5子以上家庭の場合は、
有効期間は 6年とする。 

①身分証明書（以下のいずれか） 

(a)フランス国籍所有者：国民身分証明カードの写し 

(b)ＥＵ諸国および欧州自由貿易連合ＥＦＴＡ諸国出身者（除スイス）でフランスに居住または就労する者：各国籍

証明（国籍身分証明の写し）およびフランス居住証明書（電気料金請求書の写し）あるいは現職証明（雇用契

約の写し） 

(c)上記以外の国の出身者：国籍証明書およびフランスの滞在許可証の写し 

②家族構成の証明 

カップルの関係、親子関係・扶養状況（家族手帳の写しなど） 

③申請キットの説明書に記載されている添付資料（証明写真など） 

① 同カードの取得に関しては、は 1980年 12月 1日付政令 80－956に定められた、「18歳未満の子どもを 3人（実

子の有無に関わらず ）以上、実質的・持続的に扶養している家族」が主条件である（再婚もこれに含まれる）。 

② 5人以上の子どもを養育した親は 30％割引を生涯享受する（たとえ離婚した場合でも）。 

③ 3子世帯において、長子が 18歳で権利を失い、被扶養者が 2子以下になった場合でも、残りの家族は権利を保持

する。両親は末子が 18歳になるまで、30％の割引を享受する。 

④ 複合家族の場合、5子の内 3人が最低 3年間、同居中あるいは過去に同居したことが条件。カップルが婚姻関係

にある場合、①の条件が適用される。 

⑤ 事実婚カップルの場合、共同生活を営んでいることの証明があれば、①の条件が適用される。 
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(4) カードの作成・管理 
カードの作成・管理に関しては、SNCFの委託先Gestform社が行っている。 
 

(5) 申請費用 
申請書類の処理・管理コストは 18ユーロである（配布カード数に関わらず 1家族につき）。 
 

2-3  各種サービスの内容 
①国鉄の鉄道料金割引 
SNCFの割引率は子どもの数が多いほど高くなり、3子家庭は30％、4子家庭は40％、5子家庭は50％、

6子以上家庭は 75％となっている。TGV以外の鉄道利用の場合、等級（1および 2）に関係なく２等車の正
規料金をベースとする。TGV の予約代はこれに含まれない。TGV 利用の際は、２等車の当該期間の正規
料金をベースとする。1等車の場合は、通常期間の 2等車正規料金をベースにする。 
  
②公共交通機関  
・ RATP （パリ交通営団）：50%割引 
・ RER（首都圏高速鉄道網）：50%割引 
・ TAG（グルノーブル市近郊交通機関）：30%割引 
など 

 
③オフィシャル・パートナー 
（a）日用品 
・ AUCHAN（スーパー）：出産後 3ヶ月以内の育児用品の 10%割引 
・ SUPER U [Château d’'Olognne-Socadyf店、La Roche sur Yon店]（スーパー）：3%割引 
・ YVES ROCHER（化粧品）：5%割引（30ユーロ以上の購入について） 
・ BOULANGER（マルチメディア、家電）：各種割引 
・ GREENNY NATURE（エコ商品通販）：5%割引（子どもが 6人以上の世帯は 10%割引） 
・ KKTOES (MERYL SARL) ：5%割引 

 
（b）子ども用品 
・ IMAGINARIUM（玩具通販）：5%割引 
・ KING JOUET（玩具）：10%割引（30ユーロ以上の購入、セール品除外） 
・ A VOS TROUSSES （文房具 通販）：10%割引 
・ Le Printemps（子ども服・子ども用品売り場）：5%割引 
・ Giga Store：5%割引（30ユーロ以上の購入、セール品除外） 

  
（c）衣類・靴 
・ C&A（洋服）：5 %割引 
・ ANDRÉ（靴）：5%割引 
・ BERYL CHAUSSURES（靴）：5%割引（セール品除外） 
・ LA HALLE AUX VÊTEMENTS：子ども衣料品 5%割引 
・ NECK AND NECK (子ども服)：10%割引 
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・ LA REDOUTE（通販）：La Redouteカタログの一部で 20 %割引 
・ VETI LES MOUSQUETAIRES：5%割引 
・ VETIMARCHÉ：5%割引 
・ ZIGOUZIS（通販）：5%割引 
・ MONDISSIMOMES（洋服、育児用品）：15％割引 
・ SPARTOO.COM（靴 通販）：15%割引 

 
（d）宿泊 
・ B&B HOTELS （ホテル）：ファミリー仕様室利用料金の 5%割引 
・ NOVOTEL （ホテル）： 2室目は1室目の半額料金、16歳以下の子どもの朝食無料（タラソテラピー 
併設ホテル、冬期のシャモニー、ヴァルトランスを除く） 
・ FEDERATION FRANCAISE DE CAMPING ET CARAVANING （仏キャンプ・キャラバン連盟）： 
全国 8箇所のキャンプ場で 15％（キャラバンレンタル）から 30％（テント用地利用）の割引 
・ HOMAIR（キャンプ場のモバイルホーム）：5－10%割引 
・ VTF L'ESPRIT VACANCES（バカンス村）：休暇中、第3子から1週間の滞在費（3食付）62ユーロ、 
万聖説およびイースター休暇、6歳以下の子ども預かり無料 

 
（e）雑誌購読 
・ A2PRESSE（雑誌の講読）：10－15%の割引（300誌以上） 
・ ADL PARTNER（新聞・雑誌の購読）：試用期間 6ヶ月（半額）を 8ヶ月に延長 
・ TOP ANNONCES （情報誌）：情報誌への広告掲載 33%割引 

 
（f）レストラン 
・ BUFFALO GRILL：大人一人前の食事に子どもメニュー一人前が無料でつく（5-12歳の子ども対象 
日曜日の夜から木曜夜まで） 
・ pizza pub  
・ FLUNCH （ファミリーレストラン）：10%割引 

 
（g）健康・保険 
・ AUDIOGRAM（聴覚機器）：10％割引、（第 3子目から 15%、6人目から 20%） 
・ LISSAC OPTICIEN（眼鏡）：Familissacカードへの 100ポイント増し 
・ MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES （保険）：自動車、住宅、健康、傷害保険の契約 5%割 
  引 
・ FINANCIERE CONSEIL （ファイナンシャルカウンセリング）APRIL保険系列：初年度の保険料 

10％割引 
・ ASSURANCE DE LA SELUNE （保険）：15%割引 

 
（h）ホームサービス 
・ COURS LEGENDRE （家庭教師斡旋、通信教育、語学留学）：登録費 75ユーロ免除、他 
・ FAMICLIC （コンピュータ、インターネットのホームサービス）：10％割引（パリ近郊） 
・ 2AMATH （家庭教師斡旋）：第 2子の登録費 48ユーロ免除 
・ ACADOMIA（家庭教師斡旋）：年間登録費の 30 ユーロ割引 
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・ ANACOURS（家庭教師斡旋）：年間登録費の 40 ユーロ割引および各レッスン通常 75ユーロを 35 
ユーロに 
・ EDUCAGED （家庭教師斡旋）：登録費半額 37.50ユーロ割引、他 
・ GYMBOREE （情操教育用協会 全国 3箇所）：新規申し込み 10％割引、他 
・ EASYMATH （理数系家庭教師斡旋）：登録費 59ユーロ免除 
・ PROFADOM（家庭教師斡旋）：夏期講習、通信教育 15%割引、集中講座 10％割引 
・ DEPAN'NET EXPRESS （コンピュータ、インターネットのホームサービス）：10%割引 
・ AVIA INFORMATIQUE （コンピュータ、インターネットのホームサービス）：10%割引 
・ DOMICOURS （家庭教師斡旋）：登録手数料 80ユーロ免除 
・ SI 95（コンピュータ、インターネットのホームサービス）：10％割引 

 
（i）レンタカー 
・ AVIS：10%割引（1日 から 4日までの利用）、15%割引（5日以上利用） 
・ EUROPCAR：大型自家用車の使用に割引 
・ EUROPCAR：乗用車：週末 15% 割引、平日 10%割引、バカンス 5%割引（5-29日） 
・ RENT & DROP：15%割引 

 
（j）自動車販売 
・ CARBUSINESS（中古車販売）：300～3000ユーロ割引 
・ FIAT：新車購入時にＤＶＤプレイヤーとチャイルドシートプレゼント 

 
（k）その他 
・ AFOCAL （児童館の指導員養成）：養成コース料金 5 %割引 
・ DEBITEL ：モバイルの契約 20%割引 
・ QUOMODO（家族用ブログ）：月間利用料 4ユーロを 3ユーロに 
・ LES DÉMÉNAGEURS BRETONS（引越）：経費の 5%割引 
・ 33箇所の国立美術館・博物館：入場料割引 
・ FUTUROSCOPE（科学テーマパーク）：入場券の 20％割引 
・ MÉGA CGR（映画館）：通常 8.30ユーロを 6.80ユーロに割引 
・ Jardin d'acclimatation （パリの児童公園）：入場料 1回券 2.70ユーロが 1.35ユーロに。6ヶ月、1 
年有効のパスも約 3割引 
・ Le Parc Astérix（テーマパーク）：入場料大人（12歳以上）37ユーロが 35ユーロ。子ども 27ユーロ
が 

25ユーロ。 
・ SPIR：広告欄への掲載料 33％割引 

 
以上は 2008年 1月現在、公式発表。ただしカトリック家族協会 AFCのWEBサイトでは、市町村別、県
別、カテゴリー別に検索が可能で、大家族カードの対象として 314件（2008年１月時点）の優遇措置を紹介
している（http://afc-france.org/cartefamillenombreuse/ ：利用者からの情報により、逐次新規情報が追加
される仕組み）。 
また県によっては UDAF（県家族協会連合）が利用可能店舗のリストを作成している。 
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3 大家族カード制度に関する評価と課題 

3-1  制度導入後のインパクト 
(1)  企業への効果 
協賛企業の 1社、衣類販売のC&A社では、世帯の子どもの数を証明する書類を提示（ここでは大家族カ
ードに言及していない）すれば、5％の割引が受けられる（セール時を除き）。同サービスについては、他の
サービス同様レジに提示されているほか、他の媒体で宣伝もしている。月に5000人の顧客が同サービスを
利用している。同サービスを利用する顧客の買い物は、一般平均より金額ベースで 65％、数量ベースで
25％多い（CNAFCのアンケート結果報告書より）。 

 
(2)  政府の評価 
厚生・連帯大臣は、2007 年 5 月、新しい大家族カードの進展について、現状を報告した。それによると
「協賛企業は制度刷新当初（2006年 6月）の 22社から 44社にまで拡大し、その分野はレジャー、家庭用
品、レンタカー、衣類など多岐にわたる。離婚後交代養育権の親に対しても2008年初頭を目処に、同カード
の権利を再発する予定。旧カードでも有効期限内のものであれば、優遇サービスを享受できる。子育て世

帯の関心は高まっており、カードの所有者は 300万人を越えた。2007年初頭に見られた手続きの遅れは、
現在問題なく、カードの申請受付から発行までは平均 10日になっている。 

 
(3)  社会の評価 
家族カード刷新および家族政策について、新聞、WEB上ブログ（巻末に掲載）から、意見を抜粋する。 
①肯定派 
・SNCF割引歓迎：鉄道料金割引、大歓迎。割引なしではバカンス中の旅行は大きな出費。 

・日常出費における割引は些細なものだが、あるに越したことはない。 

・無料化を提案する人もいるが、申請費 18 ユーロ元手は、バスやメトロなどの交通料金割引を利用すれば、問題なく回

収できる。 

・以前存在した美術館、映画館、演劇などへの大家族割引（システム化していなかった）が姿を消しつつあるが、制度化

することで、カードを再活用できる。 

・申請書入手が、駅に限定されず市役所などにも広がったことを歓迎する。これは単なる「SNCF カード」でなく更にユニ

バーサルな「大家族カード」としてスケールが広がることを意味する。 

・一般企業が参入するのは商業戦略と批判する人もいるが、カードの利用者が増えれば、各種サービスも競い合うよう

になり、消費者にとっても有利になるはずだ。 

・多くの大家族世帯は、鉄道や美術館を利用することもない。カードの利用価値を他に見つけることはよいことだ。 

 
②批判派 
＜手続き・権利について＞ 

・政府が関与し、政令を基盤とする制度なら、カードの発行は無料であるべき。有料な大家族カードを持たずとも、SNCF

の様々な割引を無料で享受できるのだから、カード取得の必要性を感じない。 

・カードは各個人に帰するとしながらも、仮に長子が１年で権利年齢 18 歳に達する場合、家族全ての有効期限が、それ

に併せて短縮される。長子の有効期限が切れた段階で、残りの家族は更新手続き（新規の場合と殆ど何も変わらない）

をし、更に 18ユーロ払うのは如何なものか？ 

・申請から取得までに時間がかかる。必要書類が不足している旨のレターを受け取ったが、どこに郵送すればいいのか

分からない。潜在的なカード利用者を望む政府の姿勢とは裏腹に、管理体制に問題があるのでは。 
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＜利用について＞ 

・カード利用時に制限あり：某レストランでの割引は日曜夜から木曜までとなっており、週末（土曜の昼から日曜の昼）に

かけて大家族カードは機能しない。映画館に関しても週末は割引の対象外となっており、平日に映画館に行くのは非現

実的である。 

＜国と企業への批判＞ 

・システムは見せかけのもの：2006 年に政府が協賛企業を公に発表したことにより、メディアは制度が刷新されたと報道

したが、映画館やテーマパークなど家族のレジャー場所では、一般料金と別に割引料金が設定されており、大家族カー

ド所持者は、かなり以前から割引料金を享受していた。一般消費財（衣類・靴）などの量販店においても、知る人ぞのみ

知るという形でサービスは存在していた。 

・ゼロゲーム：多くのサービスは、3－5%と微々たる割引であり、商品価格を引き上げることにより、一般消費者が目減り

分をカバーすることになる。政府と企業にとっては「大家族に優しく」というイメージを得るマーケティング戦略であるが、

結局のところ消費者間の慈善活動に過ぎない。経済的にはゼロゲームと呼ぶことができよう。顧客数に限りのある小売

店は、同様のサービスは不可能である。 

・子どもの数は、各家庭の意思に任されるべき分野であって、住宅・車・一般消費への支援を国に頼るべきではない。 

・国と企業の癒着：協賛企業はこの制度に参加することにより、無料で宣伝できることを利用している。国がスポンサーと

なり、協賛企業と特別な関係をもつことを問題視すべきではないか。 

・国が大家族世帯に外食をプレゼントするのなら、チェーン店やファーストフードではなく、レストラン・チケット（一般に、会

社が従業員に支給するもので、国内の加盟レストランで使用可能なクーポン券）を供給すればよい。 

・「人口増＝軍事力増強＝経済力アップ」といった、出生促進の家族政策はもう十分だ。自分たちの納めている税金が大

家族カードなどに使われるのは問題外だ。 

・リストアップされた企業は、低所得層の生活にはマッチしていない。中間所得層の世帯の関心をひくことにはなるかもし

れないが、低所得層大家族世帯の購買力を引き出すには、家族手当を増額するほうが賢明である。そうすることで各

家庭は量販店に限られることなく、消費店舗を自由に選択することができるのではないか。生活苦にある大家族のレベ

ルを改善するのは、こういった制度ではなく、身近な公共サービスの増強（公共交通や給食費の無料化）や家族手当の

大幅増額、最低賃金の引き上げなどである。 

 
3-2  制度の課題 
(1) 対象となる子どもの年齢制限 
フランスでは 1974年に成年が 21歳から 18歳に改められた。これに従い 1980年の政令で大家族カー
ドの権利も 18歳以下になった。しかし、現実にはフランスの若者の親離れは年々高齢化している。 
両親と同居している 20-24歳の若者の割合は、1975年には 47%であったが、2005年には 58%へ増加
している。男女別にみると、1975 年には男性の 57％、女性の 37％、2005 年には男性の 65％、女性の
50％が親元で生活している。 

＜20-24歳の若者の男女別 親との同居率＞ 

 1975年 1990年  2005年 

男性 57% 65% 65% 

女性 37% 47% 50% 

全体 47% 56% 58% 

 出所： 職業調査 INSEE（2005）  
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若者の巣立ちが遅れているのは、近年の高学歴化と若者の深刻な就職難が原因である。25歳未満の失
業率は、1975年の 5％(男性4％、女性5％)から、2006年には 23％（男性21％、女性25％）へと増加して
いる。 
こういった状況に対応して、UNAFは「大家族カードの権利も家族手当に並んだ年齢（21歳）措置」を望ん
でいる。また AFCも同様の意見を述べている。 

 
(2) SNCFにおける課題 
①大家族カードの利用者減少 

UFE（欧州家族連合）によると、2000年の SNCFにおける大家族カードの使用率は、全走行距離の 4％
であった。1979年‐1999年の 20年間において、全走行距離（旅客部門）が 24％の伸びを記録したのに対
し、同時期の大家族割引利用者の走行距離は 33％減少であった。会計監査部局の調査によると、2000年
の大家族割引の総額（SNCFにとってのマイナス）は、5,600万ユーロ（利用者総数 760万人）、1回の移動
に換算すると 10ユーロと算定された。 

1921年に制度が開始された当時、大家族カードは確かに優遇措置であった。1980年以前、大家族割引
は現行以上に顧客に有利なものであった。1 等車料金にも割引が適用された、また年齢制限は現行の 18
歳ではなく 21歳であった、などである。 
しかし現在 SNCF は多種多様な割引サービス（以下、一般向け主要サービス抜粋、他に区間指定の学
生・ビジネス向け定期券回数券もある）を提供し、SNCF の顧客の 75％が何らかの形で割引を利用してい
る。 
これらのサービスは、座席予約の必要な電車において座席数割当てが定められている。これに対し、大

家族割引は空席がある限り適用される。このため SCNF としては、大家族カードの使用を、家族での移動
（現実に出張などで使用される場合もある）や閑散期に制限するなどの対策を講じているとも言われてい

る。 
SNCF の商業戦略は、利用者の多い路線および時間帯は割引を少なく、閑散期や路線については破格
料金で空席数を少なくすることで、総売り上げを伸ばすことにある。 

SNCFの会計報告では、政府からの社会的補助金（SNCFの様々な－大家族のほか、身体障害者、シニ
アなど－割引に対する）は、年々減額（2003年：4億 7,900万ユーロ、2006年：2億 9,700万ユーロ）傾向
にある。大家族カード利用者は SNCFにとっては歓迎されない客なのである。 
 
＜SNCF料金割引システム＞ 

 種類 対象 サービス料金・割引 カード料金 
（有効期間） 

備考 切符の払

戻、交換 

①
カ
ー
ド 

無 

Prem’s - TGV ：22 € 
Téoz ：20 € 
（1等車、2等車） 

- ・出発日の3ヶ月前より
購入可能 
・窓口にて時間限定サ

ービス提供 

不可 

Loisir  « 特別料金 » - ・事前予約 
・週末利用 

条件付可 

②
カ
ー
ド 

有 

12-25 12 -25歳 割引：25-60% 49€（1年）  条件付可 
Enfant+ 12歳未満の

子＋同伴者

4人迄 

割引：25-50% 
・4 歳未満：無料 
・4-12歳：半額 

69 €（1年）  条件付可 

Escapades 26-59 歳 割引：25-40% 
（往復200km以上の
週末利用） 

85 €（1年）  条件付可 

senior 60歳以上 割引：25-50% 55 €（1年）  条件付可 
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②申請手続処理にかかる問題 
SNCF によると、大家族カード申請数は、2006 年 6 月までは安定していたが、2006 年後期には急増し、
特に6月から8月の間には、30万（25％増）を記録した。しかしながら処理数は以前と変わらず、2007年年
頭には、カード配布に大幅な遅れをきたす結果となった。同年 2月 3日に SNCFはサービスの遅滞（申請
から配布までは通常 3週間だが、5週間を要する。同時点で 9,000の書類が滞っている事態）を発表。その
原因としては、各申請の審査（権利の審査、添付書類の確認）の所要時間を挙げている。 
カードを申請後、待機状態にある顧客からのクレームが急増したのに対処するため、SNCF は 2007 年 1
月、通常料金切符と大家族割引の差額を返金する措置を講じるに至った（乗車前に SNCF のレターを入手、
乗車当日、前述レターを検札係に提示の上、切符に注釈を要求、カード取得後、切符のコピーと振込先銀行

口座証明を SNCF顧客サービスセンターに郵送）。 
このような申請増加は、政府が新大家族制度の創設を発表した 2005 年 9 月の時点で予測可能だったで
あろう。SNCF の管理処理体制取組への遅れが、SNCF の同制度への関心が低さを示しているといえるの
ではないか。 
 

(3) その他、大家族カードに対する問題点・要望 
①年次家族会議ワーキンググループの提案のうち採決されなかった具体案 
・ カードの無料配布：SNCF へ申請（有料）する方法から３子以上の世帯に家族部門（CAF 等）が無
料配布。 

・ 割引率に幅を持たせる：SNCF同様、各種割引も子どもの人数により割引率の増減を図る（例：パリ
のメトロなどは一律 50％）。 

・ 付加価値あるカードに：カード支給が利用者にとって価値のある形で実施されるよう、例えば、磁気

カードまたはチップ内蔵型で、支給時に少額のボーナスを付加し、利用価値をアピールする。 
・ 年齢制限の引上げ：学生については 18歳を超えても学業終了まで権利延長。 
・ 複雑な家族構造に対応した規則の見直し（特に離婚後、交代養育権の親に対して）。 
・ 協賛する企業には、商業戦略を超えて、家族税額控除のような特典を図る。 
・ 政府、CNAF および CMSA はこれら提案の実施をフォローアップする。 

 
②CNAFCの「大家族カード近代化のための提案」（2003年 2月） 
・ 両親の生涯 30％割引を 5子養育世帯から 4子養育世帯へ。 
・ 大家族用大型車の高速道路の高さ制限への配慮（高速料金の特別措置）。 
・ 地方自治体・協賛企業のサービス内容の明確化と情報公開。 
・ EU諸国、スイスなどの近隣諸国との同制度（特に鉄道料金において）の取り決めが不明瞭。 

 

4  大家族カード制度の我が国への示唆 

フランスの大家族カードはフランス国鉄のサービスとして導入された経緯があり、フランス全土での認知

が広がっている。鉄道の駅の窓口でカードの申請キットが入手できるため、カードが利用できる場所と申請

手続き関連の窓口が同じであるという利便性も利用の促進につながったと考えられる。 
2006 年の制度刷新以降は、日用品、子ども用品、衣類・靴、宿泊、雑誌、レストラン、健康・保険、ホーム
サービス、レンタカー、自動車販売など広範囲の業種の企業がオフィシャル・パートナーとして参加している。

パートナー企業の数は約50社程度と少ないものの、全国チェーン店などの大規模店舗であるため、消費者
の認知度も高く、マスコミでも取り上げられやすい。 
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また、国鉄や上記パートナー企業に限らず、地方交通機関や美術館などの文化施設でも、大家族カード

の提示により特典を受けることができる。カトリック家族教会 AFC の web サイトでは、オフィシャル・パート
ナー企業以外による優遇措置を紹介しており、2008年 1月時点では 314件が掲載されている。同サイトで
は利用者からの情報により随時更新が行われるシステムを導入している。 
大家族カードの事務手続きは、民間企業に委託されており、利用者がカード申請手数料を支払っている

点は、我が国の制度との大きな違いでもある。 
 
我が国の制度への示唆を以下に列挙する。 
① 国鉄を中心とした制度の導入 

住民意識調査でもみられたように、交通機関の割引に対する子育て世帯の要望は大きい。JR
のように全国にわたるネットワークを持っている機関の参入によって、認知度の向上も期待され

る。 
② 全国チェーン店とのパートナーシップ 

企業認知度の高いチェーン店の参入により、マスコミへの露出度の高まりも期待され、対象世

帯の利便性も増大する。行政や事務局で、協賛店舗を積極的に PR する姿勢が、企業の参入意
欲を高める。 

③ オフィシャル・パートナー以外による制度の利用 
国全体で流通度の高い大家族カードの制度をそのまま利用することにより、個々の自治体で制

度の PRなど普及啓発にかかる費用を抑えている。 
我が国では、すでに多くの自治体で独自の取組が行われており、石川県など制度が広く普及し

ている事例も見られる。このため、新たな制度を導入することはあまり効率的ではない。しかし、

統一的な名称の策定などによる全国的な普及啓発活動などが考えられる。 
④ カトリック家族教会 AFCのWebサイトでの紹介 

運営主体とは別の組織が、協賛店舗の検索サイトを提供している。我が国においても、NPOが
県内の協賛店舗の検索サイトを開設している例もみられるが、全国規模での導入はない。フラン

スの上記サイトは、利用者の書き込みにより情報が更新されるという特徴を持っており、大量の情

報を掲載することが可能である。 
⑤ 利用者による申請手数料の負担 

 フランスでは、申請手数料として 1家族あたり 18ユーロを支払っている。利用者に負担を強いる
ことになるが、カードを取得した人は、より有効にカードを活用するという意欲が働き、協賛店舗の

利用が増えると予想される。カード発行数が増えても利用者が発行費用を負担するため、運営主

体の財政を圧迫することなく、大量のカード発行が可能である。対象者自身の事業への参画意欲

を高め、運営コストを抑えるという効果が期待される。 
 



 

 
 

173

【参考】自治体の取組 

 フランスでは、各自治体レベルでも、公共の交通機関、文化・スポーツ施設において、大家族への割引
サービスを実施している。 

 多くの自治体では、国の大家族カード提示を条件としてサービスを提供している。チケット購入時、乗車
中の検札時などに大家族カードを提示することで、それらのサービスを受けることができるシステムに

なっている。 
 以下に、大家族カード提示によって利用することのできる自治体レベルのサービス内容について例示
する（本内容は、カトリック家族連合 AFCのサイト上で大家族割引対象のサービスを県別に検索し、自
治体レベルで適用されているサービス内容の中から、割引料金の対象枠内に「大家族カード所持」と明

記されているものを取上げている）。 
 
（1）公共交通機関 

 RATP（パリ市内交通機関：メトロ・バス） 
 回数券（10回）通常料金 11.10 ﾕｰﾛ → 家族割引 5.55 ﾕｰﾛ（5割引） 

 
 RER（高速鉄道網）および SNCF 近郊電車・トラム （イル・ド・フランス圏交通機関） 

 1回券（ゾーン 3域内）：通常料金 2.80 ﾕｰﾛ → 家族割引 1.40 ﾕｰﾛ（5割引） 
 回数券（10回）（同上）：通常料金 22.40 ﾕｰﾛ → 家族割引 11.20 ﾕｰﾛ（5割引） 

 
 TAG（グルノーブル市近郊交通機関） 

 回数券（10回）通常料金 10.9 ﾕｰﾛ → 家族割引 7.5 ﾕｰﾛ（3割引） 
 

 VFD（イゼール県郊外バス） 
 1回券、10回券、1日パス、定期券（月間、年間）：通常料金の約 3割引 

 
 Bibus （ブレスト市近郊交通機関） 

 回数券（10回）通常料金 8.90 ﾕｰﾛ → 家族割引 6.45 ﾕｰﾛ（3割引） 
 

 Tub（ブルグアンブレス市近郊交通機関） 
 回数券（10回）通常料金 8.00 ﾕｰﾛ → 家族割引 5.30 ﾕｰﾛ （ただし 4人以上の家族カード
所持者） 

 
 DIVIA（ディジョン市近郊交通機関） 

 回数券（10回）：通常料金 7.60 ﾕｰﾛ  →家族割引 5.05 ﾕｰﾛ  
 

 TAM（モンペリエ市近郊交通機関） 
 回数券（10回）通常料金 10.80 ﾕｰﾛ → 家族割引 8.40 ﾕｰﾛ 

 
 Transvilles （バランシエンヌ市近郊交通機関） 

 回数券（10回）：通常料金 11.80 ﾕｰﾛ → 家族割引 9.00 ﾕｰﾛ  
 

 Alto ノルマンディー地方アロンソン市近郊交通機関） 
 回数券（20回）：通常料金 16.00 ﾕｰﾛ → 家族割引 11.20 ﾕｰﾛ  

 
 CTS （ストラスブール市近郊交通機関） 

 回数券（10回）：通常料金 11.50 ﾕｰﾛ → 家族割引 9.00 ﾕｰﾛ  
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（2）文化・スポーツ事業など 
 ロダン美術館 

 入館料（常設展＋特別展＋庭園）：通常料金 9 ﾕｰﾛ → 家族割引 7 ﾕｰﾛ 
 

 ドラクロワ美術館 
 アトリエ参加費：通常料金 8.50 ﾕｰﾛ → 家族割引 4.50 ﾕｰﾛ 

 
 ルーブル美術館 

 ガイド付き見学、アトリエ参加費：通常料金 8.50 ﾕｰﾛ → 家族割引 4.50 ﾕｰﾛ 
 

 ヴェルサイユ宮殿 
 入館料：通常料金 13.50 ﾕｰﾛ → 家族割引 10,00 ﾕｰﾛ  

 
 クレモンソーとラットル・ド・タシニー博物館 

 入館料：通常料金 3.50 ﾕｰﾛ → 家族割引 2,50 ﾕｰﾛ 
 

 モンテクリスト城 
 入館料：通常料金 9 ﾕｰﾛ → 家族割引 7 ﾕｰﾛ 

 
 レンヌ市および郊外 美術館、科学館、文化センター 

 入館料：2割引 
 

 グルノーブル市自然博物館 
 入館料（常設展）：通常料金 2,20 ﾕｰﾛ → 家族割引 1,50 ﾕｰﾛ 

 
 コンピエニュー美術館 

 入館料：通常料金 6.50 ﾕｰﾛ → 家族割引 4.50 ﾕｰﾛ 
 

 マルメゾン城 
 入館料：通常料金 5 ﾕｰﾛ → 家族割引 3,50 ﾕｰﾛ 

 
 Le Forum ブラン・メニユ市 多目的ホール 

 入館料：通常料金 16 ﾕｰﾛ → 家族割引 7 ﾕｰﾛ  
 

 シュビリ・ラ・リュー 文化センター 
 入館料：通常料金 16 ﾕｰﾛ → 家族割引 11 ﾕｰﾛ  

 
 バスク地方 映画館 

 入館料：通常料金 8.10 ﾕｰﾛ → 家族割引 6.60 ﾕｰﾛ （ただし利用時間に制限有） 
 

 ENAC パリ市 国立芸術校 
 年間登録 10%割引（5人以上のクラス） 

 
 Pole-sud.ストラスブール市 文化ホール（ダンス、音楽） 

 入館料：通常料金 17 ﾕｰﾛ → 家族割引 14 ﾕｰﾛ  
 

 Espace Albert Camus ブロン市文化ホール 
 入館料：通常料金 8 - 21 ﾕｰﾛ → 家族割引 8 - 18 ﾕｰﾛ 

 
 Palais de la Porte Dorée パリ市熱帯水族館 

 入場料（展示期間中）：通常料金 4.50 ﾕｰﾛ（5.70 ﾕｰﾛ） → 家族割引 3.00 ﾕｰﾛ（4.20 ﾕｰﾛ） 
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 パリ市 市営プール 

 1回券、10回券、3ヶ月利用券：通常料金の約 4 - 5割引 
 

 アングレーム市公共スポーツ施設 
 入場料 2割引 

 
 Planétarium Galiléeモンペリエ市プラネタリウム 

 入場料、15％割引 
 

 Grotte de Clamouseモンペリエ市 鍾乳洞 
 入場料、2割引 

 
 Les sept laux グルノーブル市郊外スキー場 

 リフト券：通常料金 28 ﾕｰﾛ → 家族割引 24.50 ﾕｰﾛ 
 

 Astronef Planétarium サンテチィエン市プラネタリウム 
 入場料：通常料金 6.60 ﾕｰﾛ → 家族割引 : 5,50 ﾕｰﾛ 

 
 GEG（グルノーブル市 電気ガス会社） 

 請求額 6％割引（グルノーブル市との合意のもと） 
 営業所において家族手帳（子どもの生年月日）のコピーおよび家族手当公庫の通知書を提
示 
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Web site （http://ejiten.javea.or.jp/content.php?c=TWpZeE5qRTQ%3D） 

・ フランスの文化省サイト 
Web site （http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/role.html） 

・ 「再考の時期にきたフランス文化政策」国際交流基金 友岡邦之、2005.2 

・ 「カトリック家族連合 大家族カードサービス」検索サイト 
Web site （http://afc-france.org/cartefamillenombreuse/） 


