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スウェーデン ― ともに高水準の育児休業保障と保育の連続

男女平等の理念のもとでの家庭と仕事の両立と、子どもの権利の視点から児童の健全な
育成の保障をともに追求する支援体制を構築。

・ 両親合わせて480日間、休業前給与の80%の両親手当（最後の90日間については最低
保障額）が支給

・ その後はほとんどの子どもが就学前保育（pre-school 又は family day-care）を利用（社
会サービス法で、コミューンには、申請後3～4か月以内に保育の場の保障が義務付け）

【親保険による両親手当の支給とコミューンによる保育サービスの提供】
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（資料）Statistics Sweden : Children and their families 2005
※両親手当は親保険から支給（財源は事業主からの拠出金（賃金の2.2%）。保育サービスについては、コミューン
に実施責任があり、公費により提供（一部を親が利用料負担）

両 親 手 当
（最初の390日〈ほぼ1年半に相当〉）

休業前の給与の80%

給付の上限額
月32,240クローネ〈約54.8万円〉

最低保障額
1日180クローネ〈約0.3万円〉

（休業前給与）

（残りの90日）
1日180クローネ
〈約0.3万円〉

（このうち60日が父親と母

親にそれぞれ割当て）

※休業（及び手当の受給）は子どもが8歳までの間

の期間であれば取得可。分割して取得することや
労働時間短縮の形で部分取得することも可
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（参考）0歳、1歳の子の父母の就業状況（2005）

11%9%10%6%その他の休業

5%7%5%2%失業

1歳0歳

7%18%6%53%育児休業

7%20%6%30%非就業（就学含む）

70%45%73%10%就業（休業除く）

父母父母

（資料）Statistics Sweden  “Children and their families 2005”

（参考）スウェーデンの労働者の育児休業取得経験
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取得経験なし 取得経験あり（1人の子どもに対して） （2人の子どもに対して） （3人の子どもに対して） （4人以上の子どもに対して）

（資料）内閣府経済社会総合研究所「スウェーデン企業におけるワーク・ライフ・バランス調査」（2005年）

（注）従業員1000人を対象とした調査で、これまで育児休業取得権のあった従業員の取得経験を尋ねたもの
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フランス ― 多様な選択を保障する支援
（「乳幼児迎入れ手当」と「多様な保育サービス」）

○保育ママを団体・企業から雇用する場合（子1人当たり）
3歳未満

428.28ﾕｰﾛ（6.8万円）～642.40ﾕｰﾛ（10.1万円）
3～6歳

214.15ﾕｰﾛ（3.4万円）～321.20ﾕｰﾛ（5.1万円）

※所得額と子ども数により支給額が3段階に分かれる
※自宅保育の場合は子ども数にかかわらず一定額（額は異なる）
※部分休業・就業の場合は賃金補助と併給可能

完全休業
359.67ﾕｰﾛ（約5.7万円）

50%未満の就業
232.52ﾕｰﾛ（約3.7万円）

50-80%の就業
134.13ﾕｰﾛ（約2.1万円）

第3子以降で休業を1年に短縮
587.90ﾕｰﾛ（約9.3万円）

基礎手当（3歳まで支給） 171.61ﾕｰﾛ（約2.7万円） ※所得制限あり（約9割の家庭に給付）

保育費用補助（保育ママ雇用助成）
《6歳未満の子どもを預けて一定の職業活動に

従事している場合に支給》

賃金補助（休業等の所得保障）
《第1子は6か月、

第2子以降は3歳まで支給》

フランスの家族政策の中心的な存在である家族給付制度において、出産・子育てと就労と
の間で多様な選択が可能となる給付設計（乳幼児迎入れ手当）がなされている。

・ 3歳未満（第1子は6か月）の子どもを養育するため職業活動を停止あるいは削減している

場合には賃金補助（就業自由選択補足手当）が支給

・ 保育ママを雇用して子どもを預けて職業活動に従事する場合には保育費用補助（保育方

法自由選択補足手当）が支給

（注）・ 乳幼児迎入れ手当には、このほか、出産や養子の引き取りに伴う費用補填を目的とした出産・養子手当（所得制限あ
り）が存在。

・ 賃金補助（就業自由選択補足手当）は、過去に一定の老齢保険拠出金の拠出期間を持つことが受給要件となっており、
必ずしも休業を取得していなくても受給が可能となっている。

・ これらの手当は、全国家族手当金庫から支給。その財源は、約6割が社会保障拠出金（賃金の5.4%を事業主が負担）、約
2割が一般社会拠出金（ほとんどすべての所得に課される社会保障目的税。家族手当分は税率1.1%）、残りが一般会計からの負
担となっている。

【乳幼児迎入れ手当の創設（2004年から支給）】
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【フランスの多様な保育サービス】

集団保育所（crèches collectives）

・ 地域保育所（crèches de quartier）
多くは地方自治体によって設置、一部は民間団体の設置

・ 企業内保育所（crèches de personnel）
親の就業場所に設けられた保育所、企業内保育所の設置等に対する優遇税制が適用

・ 親保育所（crèches parentales）
専門職と親（交代で対応）で乳幼児を保育

家庭的保育（家庭的保育者（認定保育ママ assistantes maternelles）による保育）

・ 家庭保育所（crèches familiale）
地方自治体や企業、民間団体が雇用する家庭的保育者が、保育者の自宅で保育

・ 親が雇用した家庭的保育者による保育

親が直接雇用契約を家庭的保育者と締結し、報酬を支払って保育

家庭的保育者（認定保育ママ）
○ 県議会議長が認定。120時間の職業教育を受けることが義務付け。2005年現在、377,440人が認定
を受け、その70%が稼働。

○ 県が所管する母子保護センター（PMI）が職業教育や保育者の監督を実施。””
○ 最大3人までの子どもを預かる（平均2.6人）。
○ 保育者（フルタイム）の半分は週45時間以上働く。
○ 月収の平均は698ユーロ〈約11.0万円〉（フルタイムの保育者の平均は815ユーロ〈約12.9万円〉）。

（資料）DREES “Les assistantes maternelles en 2005” Études et Résultats,（2007）

※ この他、親の自宅で保育する自宅保育という形態が存在

《3歳未満児の11%をカバー》

《3歳未満児の 3%をカバー》

《3歳未満児の30%をカバー》
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ドイツ ― 家族政策の政策転換
（「家族負担の調整」から「仕事と家族の両立支援」へ）

【ドイツの家族政策の経緯】

旧西ドイツ 旧東ドイツ

ナチス政権下での人口政策の教訓
から、国家は私的領域に介入せず、
社会的公正のための経済上の不平
等の是正のみを実施

共産主義政権下で女性のフルタイム
就労が奨励、保育施設の整備も進む

統 一 後
○基本的に旧西ドイツの制度が全ドイツに適用

○旧東ドイツ地域の経済的混乱、サービス体制の維持の困難化

○1990年代の家族政策の動向

・ 児童手当、児童扶養控除額の大幅な引上げ（1995年）

・ 育児休業期間の延長（18か月→36か月、1992年）と育児手当給付期間（12
か月→24か月、1993年）の延長

→ 旧東ドイツ地域の出生率は一時期１を割り込む水準まで低下

→ 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
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【持続可能な家族政策への政策転換】

子どもを持とうとするカップルのほとんどが共働き
→ 出産に伴って片方の親が育児に専念すると、その間の収入が激減すること（ジェット
コースター効果）が、若い夫婦に子どもを持つことをためらわせている

「持続可能な家族政策」への政策転換

家族負担の調整 仕事と家庭の両立支援

新たなポリシーミックス

インフラ政策 金銭政策 時間政策

家族のための社会基盤（インフラストラクチャー）整備

○ 保育整備法（2005年）

・ 2010年までに3歳未満児の20%をカバーできるよう、全国で23万人分の保育定員
を新たに整備。

○ 保育整備に関する連邦及び州の合意（2007年）

・ 2013年までに3歳未満児に対して、需要に見合った（3歳未満児の35%分）保育
サービスを整備。

・ 保育整備法を超える整備について、その7割を保育所で、その3割を家庭的保育で
対応。また、市町村の負担を軽減するため連邦政府が財源措置を実施。

（2005年「第7次家族報告書」）
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家族に対する効果的な金銭的支援

○ 両親手当法（2007年）

・ 有子家庭への経済支援としては、国際的にも高水準の児童手当を支給し、また、子
どもが満2歳になるまで就労の有無を問わず育児手当を支給しているが、「ジェットコー
スター効果」に対して経済的な補填が不十分。

・ 北欧諸国をモデルに、2007年1月より、育児手当を改め両親手当を導入。子どもを
養育する親の従前所得（ネット）の67%（最大月額1,800ユーロ〈約28.4万円〉、低所得
者及び非就業親への最低保障額 300ユーロ〈約4.7万円〉）を12か月支給

・ 所得に応じた保障を行うことで、一般的に母親より所得の高い父親の休業取得を促
進。両親手当は、一人の親が受給できるのは12か月までだが、両親で分けて受給す
る場合は最大14か月受給可能

家族で過ごす時間の確保

○ 家族のための地域同盟

・ 地方行政、企業、商工会議所、労働組合、教会、福祉団体、両親による自主組織
など幅広い協力体制のもとで、官民が連携し、地域独自の行動計画に基づき家族の
支援、仕事と家庭の両立の支援に取り組む。

・ 地域同盟のコーディネートで、幼稚園、保育園での仕事時間に合わせたフレキシブル
な開園時間の設定、両親のシフト勤務の調整、従業員のための保育施設の設置、子
どもの遊び場の設置などの取組が進められる。連邦政府は地域関係者への無料相談
を実施。（2007年現在、参加同盟数405、組織者数4,000万人にも達する。）

・ 家族に対する配慮を企業経営の重要な戦略と位置付ける企業を増やす働きかけを
積極的に展開
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（参考）3歳未満児に対する保育サービスの整備比率

7.8%2.9%1.9%1.4%旧西ドイツ（ベルリン除く）

39.8%37.0%34.8%40.0%旧東ドイツ（ベルリン除く）

13.5%8.6%7.0%6.3%ドイツ全体

2006200219981994

（注）1994～2002年は、保育所定員／3歳未満児数、2006年は保育サービス利用者数（家庭的保
育含む）／3歳未満児数

（資料）BFSFJ “Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren” （2006）
Statistisches Bundesamt “285 000 Kinder unter 3 Jahren in Tagesbetreuung“ （2007）


