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資料：厚生労働省作成：Council of Europe : Recent demographic developments in Europe 2003（2004～2006はINSEE:2006 Demographic Reportによる）, 厚生労働省 :人

口動態統計諸外国における育児休業制度（平成9年3月 財団法人 婦人少年協会）

フランス 日 本

1980年代 家族給付全国金庫による
保育施設拡大の促進

・自治体が受入施設拡大プログラムを実施することを約
した契約を締結し、財政支援

1985年 乳幼児を持つ家族への直接支援の拡充
・乳児手当―３歳未満の子どもを有する家庭に所得制限の下で支給
・養育手当―３歳未満の子を含む３人以上の子を持ち、育児のために就
労を休職・制限している者に支給

1982年 家族問題全国会議の開催
・議会、内閣、労使、家族関係団体、専門家等が参加
し、原則として毎年開催

・1994年の家族に関する法律で定期開催が義務付け

1990年代 家族給付における両立支
援の拡大・育児親休暇制度の拡充

・1990年 認定保育ママ雇用に対する援助の創設
→ これにより、90年代に認定保育ママの数が大幅
に増加

・1994年 育児親休暇制度等の拡充
→ 育児親休暇又は短時間勤務に関する拒否理
由の廃止

・1995年 養育手当が子ども２人の世帯にも適用
→ 育児休業中の所得保障の充実

2003年 乳幼児迎入れ手当の創設 ― 出産育

児と就労に関する幅広い選択のできる環境
整備

・認定保育ママ雇用援助と養育手当等を再編し、休業する場合
は賃金補助、 働く場合には認定保育ママ費用補助の選択に
（賃金補助は第1子にも拡大）

1932年 企業の任意慣行として
行われていた家族給付が法律
に基づく法定の制度として実現

1945年 所得税においてn分n乗
方式を導入(46年より適用)

1948年 子ども数増加に伴う住
居費負担増に対処するため家
族給付に住宅手当が導入

2.91（1964）

1.95（1980）

1.66（1994）
1.98（2007）

2005年 出産育児と就労に関する選択の幅を
より拡げる

・第3番目以降の子どもについては、就業中断が長期にわたり復
職が難しくなることを考慮し、休業期間を1年に短縮する代わりに
賃金補助を約5割増しで受け取ることのできる選択肢を創設

1981年 Ｎ分Ｎ乗方式の拡充
・第３子以降の家族除数を0.5から１に引き上げ

フランスの出生率の推移と家族政策

2003年 「父親休暇」の拡大
・従来の3日から11日までに拡大

1977年 育児親休暇制
度の導入

・総従業員200名以上の企業に働く
両親に対し、出産後、最長2年間、
子どもを養育するための休暇を取
得する権利を保障

1984年 ハーフタイム労働の導入
・育児休暇のほか、労働者が育児のために企業における就業時
間を半分にする選択肢を設ける

1986年 育児親休暇制度の拡充
・育児親休暇の利用期間を子どもが3歳になるまでの３年間へ延長
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資料：厚生労働省作成：Council of Europe : Recent demographic developments in Europe 2003 （2003～2005は Statistisches Bundesamt による）, 厚生労働省 :人口動態統計

ドイツ 日 本

1955年 児童手当制
度の創設

・当初は、18歳未満の第
3子以降の児童を対象。
その後第2子にも拡大

1995年 児童手当と児童扶養控除の統合、
額の大幅な引上げ

・1990年の連邦憲法裁判所の違憲判決（低すぎる
との判決）を受けて、児童手当と児童扶養控除を
統合した仕組み（選択制）が創設、額もそれぞれ
大幅に引上げ

2.55（1964）

1.28（1985）
1.24（1994）

1.37（2007）
1.45（1990）

統一後の旧東ドイツ地域に
おける社会的混乱、失業
の増大に伴う出生率の激
減（旧東ドイツ地域では一
時出生率は１を割る）

女性の就労率が上昇すると
ともに、出生率が急激に減
少

1975年 児童手当と

児童扶養控除の一
元化

・税の児童扶養控除を廃
止し、児童手当を第1
子から支給

1980年代 児童扶養控除の
復活、児童手当との並立

・1983 児童扶養控除の復活
・1986 児童扶養控除額の引上げ

と低所得者への児童手当の加
算

1986年 育児手当、育児休
業制度の創設

・育児休業制度を創設するととも
に、育児のために就労できない
親に育児手当を支給

・創設時は生後10か月であったが、
育児休業期間は段階的に延長
され、1990年には生後18か月に

1990年代 育児休業期間と育児手当
支払期間の延長

・1992年 育児休業期間を生後36か月に
・1993年 育児手当を生後24か月まで支給
→長期休業の後、両立が困難で復帰できず、
結果として母親の職業中断を招くことに

1.38（1979）

（旧西ドイツ） （ドイツ全域）

2005～2007年 保育・育児休業の充実
・2005年 保育整備法が施行。2010年までに家
庭的保育も含めて３歳未満児に対する保育の整
備割合を20%に引き上げることを目標

・2007年 両親手当の導入。定額制の育児手当を
改め、2007年以降生まれの児童を対象に、生後
12か月間（両親で休業取得する場合は最大14か
月間のパパ・ママクォータ）従前手取りの67%を保
障する所得比例方式を導入

ドイツの出生率の推移と家族政策



資料：厚生労働省作成： Council of Europe : Recent demographic developments in Europe 2003（2003～2006は Sweden Statisticsによる）、厚生労働省 :人口動
態統計諸外国における育児休業制度（平成9年3月 財団法人婦人少年協会）
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2.48（1964）

1.61（1983）

2.13（1990）

1.50（1999）

1.88（2007）

スウェーデン 日 本

スウェーデンの出生率の推移と家族政策

労働力不足と産業構造のソフト化によって、
女性の労働市場への参入が急速に進行し、
出産年齢が上昇し出生率が低下

1990年代前半の出生率の急速な低下の要因
・ 厳しい雇用・経済情勢と児童手当や親保険の給付削減
→ 出産時期を遅らせる傾向（特に就職難で学生生活を続けている女性）

・親保険制度改正効果の一段落
→ 各世代の女性が最終的に産み終える子どもの数はおよそ2人で変わらない

1970年代以降、包括的な家族政策が

推進され、出産育児と家庭外就労の両
立支援施策が整備
・ 1974年 「親保険」の導入
・ 1975年 保育施設拡充に関するコミューン

連合会との5か年計画協定
（児童手当は1948年から既に実施されていた）
・1976年 両親休暇法の制定（男女双方を対

象として出産・育児のための休暇を
取得する権利（最長7ヶ月））

→1977年の改正により通常の労働時間を
1/2

短縮又は1/4短縮できる労働時間短縮型の
育児休暇の導入）

→1978年には両親休暇法に代わって育児
休

暇法が制定。

1980年代後半の出生率の急速な上
昇の要因
・ 1981、1986年 「親保険」の制度改正第2
子を一定期間内（期間が1年から2年、さ

ら
に2年半に延長）に産んだ場合に、第１子

を
産む前の所得水準をもとに休業給付
→ これにより、比較的短い間隔で次の子

を
出産することが促進

・ 比較的好調な雇用・経済情勢
→ 女性はしっかりした職を得てから子ども

を
産む傾向

近年の出生率の回復傾向
・ 失業率も低下傾向に転じ、女性の
就
業率も増加

・ 一旦削減された児童手当や親保険
給付も再び改善
→ しばらく出産を遅らせていた女性
が

出産する傾向（特に第１子）
・1995年には育児休暇法に代わって
(新)両親休暇法が施行（パパ・

クォー
タ制の導入）

・ 2006年には、児童手当の増額と育
児休業中の所得保障の最低保障額
の改善を実施

・2006年 両親休暇法の改正（不利
益
取扱いの禁止の強化等）



新人口推計の衝撃
図表５ 2006年12月推計 日本の将来推計人口（中位）

現在 2050年 2050年 2055年 2055年-

前回推計 今回推計 今回推計 現在

平均寿命 男 78．53年 80.95年 83．67年 ＋5.14年

女 85．49年 89.22年 90．34年 ＋4.85年

合計特殊出生率 1.26 1.39 1.26 0.0

総人口
12,777万人 10,059万人 9,515万人 8,993万人

△3,784万
人

年少（０～14歳）
1,759万人 1,084万人 821万人 752万人

△1,007万
人

生産年齢（15～64歳）
8,442万人 5,389万人 4,930万人 4,595万人

△3,847万
人

老年（65歳以上）
2,576万人 3,586万人 3,764万人 3,646万人

＋1,070万
人

老年人口１人あたりの
生産年齢人口

3.28人 1.50人 1.31人 1.26人




