
Doing Better for Families

家族政策の改善

• 全ての OECD 諸国政府は、子を持つ親に就労や家族に関してより多くの選択肢を提供したいと考えてい
る。

• 本報告書は各国政府の様々な家族支援策を取り上げている。

• 本報告書は次のような疑問に回答を与えようとしたものである。家族関係給付は増えているか、また、
子どもの年齢によりどの程度異なっているのか。危機は公的な家族支援に影響を及ぼしているのか。
親が望んでいる人数の子どもを持てるようにするための 善の支援策は何か。育児休業プログラムは
女性労働者や子どもの福祉にどのような影響を及ぼしているのか。育児費は親の雇用の障害になって
いるのか、また、柔軟な勤務形態の選択肢は助けになり得るのか。女性の出産後の仕事復帰はいつが
も適切なのか。そして、一人親の貧困削減のための 善の策は何か。
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家族政策の目的は国によって異なる

全ての OECD 諸国政府は家族を支援し、子を持つ親に就労や家族に関してより多くの選択肢を提供した
いと考えている。しかし、提供されている支援のタイプと手厚さは国によって大幅に異なる。こうした違
いは各国の歴史、家族に関する考え方、政府の役割、家族政策の様々な基本的目的に付与されている相対
的重要性（仕事と家庭の責任の両立、親が望んでいる人数の子どもを持てるようにするための支援、女性
労働力の活用、男女平等の促進、子どもや家庭の貧困撲滅、子どもの発達促進、幼年期からの総体的な子
どもの福祉強化など）などに根差している。

家族政策は現在、低い出生率や人口高齢化、貧困家庭の蔓延、時に悩みの種になる子ども関連の成果な
どから生じる課題など、数多くの課題に直面している。労働、家族、子ども関連の成果は国によって著し
く異なる。北欧諸国は総じて家族関連の成果が OECD 平均を大幅に上回っており、オーストラリア、ベル
ギー、フランス、オランダ、ニュージーランドも多くの点で良好である。その他の国は幅広い分野で課題
に直面している（第 1 章）。

予算削減の中で公平性を確保する

OECD 平均で家族関係給付関連の公的支出は GDP 比 2.4%強に上っている。大半の OECD 諸国では、こ
の公的支出の大部分は育児休業中の所得補償、子ども手当、家族関連の優遇税などの財政支援に充てられ
ている。しかし、現在の財政緊縮下で、予算戦略には時に子ども手当の凍結や削減、休業中の所得支援の
一時停止、正規の育児支援の削減などが含まれている。

財政緊縮下における 善かつ も公平な家族政策の改革方法は国によって異なる。大半の国は家族政
策で幅広い目的を追求しているので、この分野の緊縮措置については様々な目的と成果に照らして注意深
く評価しなければならない。家族関連の成果が良好な国は、家族関係給付関連の公的支出の約半分を質の
高い育児・幼児教育サービスなどの現物サービスに充てているので、こうした投資は維持すべきである。
また、家族支援を削減する必要があると考えている国は社会的弱者を保護するよう配慮すべきである。

公的家族支援の実効性を強化する

家族関連サービスの提供は多くの方法で効率性を高めることができる。一律の支援制度は全ての子ど
もを例外なく対象に含めることができるが、多額の費用がかかる。特定の人口へのサービスを手厚くして
一律のサービスを提供する「全員参画型（cascaded）」アプローチの方が効率的な場合も多い。例えば、幼
児のいる家庭への一律の訪問医療制度は、一律に訪問することで特定された貧困家庭へのサービス提供を
手厚くすることによって補完し得る。

貧困家庭はしばしば多くのリスクに直面しているので、多くの介入を必要としている。これらはローカ
ルサービスの統合、各種サービスの 1 カ所への集約、自らが必要とするサービスの特定に関して家庭をサ
ポートする個人アドバイザーなどによって も効果的に提供することができる。サービスの統合による効
率性の向上は強く支持されている。特に、学校や病院、育児センターなどを 1 カ所に集約することについ
ては規模の経済が働く。1 カ所への集約は専門家同士の労働慣行のイノベーションを促進し得るとともに、
異なる事例評価をその場ですぐに入手できるので、支援が撤回されたり、不当に承認されたりするリスク
も低下する。利用者や相談者は、アクセスを統合することによって、不利な状況とその原因（病気による
ホームレス化やその逆のケース）のいずれにも対処できるようになる。何度も足を運ぶ必要がなくなり、
手間、金銭、情緒面の負担が減る。特定のサービス（住宅など）の利用券を家庭に支給したり、他のサー
ビスの支給と利用（子どもの健康増進など）を条件にしてそうした利用券を支給したりすれば、恵まれな
い家庭が不利な状況と依存という悪循環を断ち切れるようになる。

家族関係給付の支給は他の目的の達成を条件にすることもできる。こうした条件としては、所得支援を
受ける親に対する求職義務（育児支援を提供している場合）、幼児の幼稚園への入園、子どものワクチン接
種、医療訪問、正規教育への入学などが挙げられる。

人的資本向け公的投資の収益率は、投資が幼児期に行われ、若年成人期まで維持された場合の方が高
い。幼年期の整合的な政策アプローチは、育児休業給付の受給期間が切れてから保育サービスを提供した
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り、幼稚園や義務教育に通っている子どもにもほぼ同額を投資したりするものである。しかし、大半の国
では、こうした給付関連の公的支出は幼年期ではなく学齢期に集中している。各国は教育関連支出を幼年
期重視へと方向転換し、幼年期の給付を義務教育期間を通じて維持するよう努力すべきである。例えば、
各国は、高等教育への投資総額を維持しつつ、民間投資やよく整備された学生ローン制度の役割を拡大す
ることができる。そうすれば、浮いた公的資金を幼児向けに充てることができる。

人々が子どもを持ちたいという計画を実現できるようにする

多くの国で出生率は長期低下傾向にあるが、2000 年代初頭以降、約半数の OECD 諸国で出生率はやや
盛り返してきている。しかし、多くの人は依然として望んでいる人数の子どもを持てないでいる。特に多
くの南欧、中欧、アジアの OECD 諸国ではそうである。これらの国では、他の OECD 諸国以上に、様々な
社会的態度や仕事と家庭生活を両立させるための公的および職場での措置が成人を仕事か家庭生活のいず
れかを選ぶよう強要している。この結果、子どもを持つことが先送りされ、大家族が少なくなり、欧州の
低出生国では、子どもを持たない人々が増えている。日本と韓国では住宅費や民間教育費が比較的高いこ
とが、親の選択肢をさらに制約している。

親が望んでいる人数の子どもを持てるよう支援する政策は、長期的に維持され、家庭と仕事の両立をサ
ポートするものでなければならない。金銭的支援の導入や増額は一時的には出生率を押し上げる効果があ
るが、様々な支援策の一環として正規の保育サービスに投資した方が効果的のように思われる。北欧諸国
は、子どもが中等学校に入るまで、有給かつ雇用保障の育児休業プログラム、育児・幼児教育補助金、学
校時間外保育サービスなど、誰でも利用できる一連の公的支援を提供している。子どもを持つことと仕事
は、相互排他的なものではなく、同時に実現可能なものと考えられている。北欧諸国の多くは出生率が平
均を上回っている。同様の支援はフランスにもあるが、母親が有給の仕事に就いている可能性が低い大家
族に手厚い形になっている。フランスの場合、女性の就労率は OECD 平均並みで、北欧諸国より低いが、
出生率は北欧諸国より高く、大家族の比率も高い。

英語圏諸国も女性の就労率と出生率は平均より高い。政策は給付や支援の所得審査をより重視すると
ともに、柔軟な職場を見つけようとする個人の意欲により依存しており、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、英国では子どもが初等学校に入るまで多くの母親がパートタイムで働いている。米国の働く親は安
価な国内サービスにも助けられているが、この結果として、非正規の安価な保育サービスの質に関する懸
念も生まれている。

女性労働力を活用し、有給・無給の労働における男女平等を促進する

生産年齢人口が安定または減少している国にとっては、女性や母親を労働力としてより効果的に活用す
ることが極めて重要である。これは、将来の経済的繁栄と社会保障制度の財政的持続可能性を確保するた
めの重要な要素である。女性の意識改革は女性の就労増加をもたらしている。アジア、北欧、南欧諸国で
は、男女ともフルタイムで働いている場合が多い。これに対し、オランダやスイス、さらにはオーストラ
リア、ドイツ、アイルランド、ニュージーランド、英国でも、女性雇用増の多くはパートタイムである。
このことは、大半の女性労働者の仕事満足度を高めることにつながっているが、昇進に悪影響を及ぼすこ
とも多い。

家族に優しい職場支援には「ビジネスケース（ビジネス上の正当な理由）」もあるかもしれない。家族
に優しい職場にすれば、現行社員の士気を高め、退職や病欠を減らし、新社員の獲得を容易にし、職場の
ストレスを減らし、総じて労働者の満足度と生産性を高めることができる。「ビジネスケース」が も強い
のは、代替がきかない労働者や、生産プロセスにほとんど影響しない柔軟な勤務制度に関する場合である。
雇用主はしばしばパートタイムの雇用機会を提供するが、従業員が自分で始業時刻と終業時刻を選択する
フレックスタイム制や在宅勤務の「ビジネスケース」はそれほど明確ではない。労働組合や労働者代表も
家族に優しい労働慣行の提供を改善する上で重要な役割を果たし得るが、交渉力を欠いているか、この分
野のニーズを優先していない。

女性や母親の就労促進を成功させるために、政策は女性にも男性にも強力な財政的インセンティブを与
えるべきである。また、政策は正規の育児・保育サービスや学校時間外保育サービスに対する財政支援、
さらに必要に応じて柔軟な職場支援も提供するとともに、母親や父親によるそのような支援の利用を促進
すべきである。父親が無給の育児・保育でより大きな役割を果たすようになれば、母親の就労や、労働時
間の増加を容易にできる。
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有給および無給労働における男女差は縮小してきているものの、依然として大きい。OECD 平均で女性
の就労率は男性の就労率より 13 ポイント以上低い。女性の労働時間が男性の労働時間より少ないことを
考えると、男女差はもっと大きくなる。平均給与の男女差は OECD 平均で 16%である。全ての OECD 諸国
で女性は大半の無給家事労働も行っている。平均すると、1 日の無給家事労働時間は女性の方が男性より 2
時間多い。働いていない父親すら育児に充てる時間は働いている母親より少ない。育児面にも明確な男女
差がある。母親は通常、身体的・個人的な育児と家事を行っているが、父親は教育的・余暇的な育児に充
てている時間の方が長い。

各国とも親に解決策を押し付けたがっていないこともあり、収入や育児面の男女均衡を取り戻せないで
いる。したがって、一般に親のどちらが育児休業を取るかを選択したり、育児責任を分担したりしている。
しかし、多くの国（北欧諸国、ドイツ、ポルトガル）で、父親に育児休業の一部に対する排他的権利を付
与したり、休業中に十分な所得支援を行ったりすることで、父親の育児休業が促進されている。この結果、
より多くの父親がより多くの育児休業を取るようになっているが、これがさらに平等な責任分担につなが
っているかどうかということや、この変化が今後も持続するかどうかは明確ではない。

子どもの貧困撲滅

1980 年代以降、OECD 諸国の平均家計所得は増加している。しかし、多くの国では子どもの貧困率も上
昇している。これは、これらの国では家計所得の伸びが子どものいない家計の所得の伸びより小さいこと
を示唆している。子どもの貧困率がこの 10 年間に低下している国もある。 も大幅に低下しているのは、
チリ、イタリア、英国など、子どもの貧困率が従来高かった OECD 諸国である。

全ての OECD 諸国で、家庭を貧困から抜け出させる可能性が も大きいのは有給労働である。貧困リス
クが も高いのは、無職世帯や、働いている成人が 1 人しかいない一人親世帯や若年世帯である。女性の
就労率が OECD 平均並みか OECD 平均以上の大半の国では、イスラエル、ポルトガル、米国を除き、子ど
もの貧困率は低い。子どもの貧困問題に対しては、費用対効果の高い制度（米国の勤労所得税額控除）を
設計する広範な国際経験を踏まえて既存の在職給付や就労世帯向け育児支援を整備・拡充することによっ
て対処することができる。英国の近年の経験は、 低賃金を比較的低水準に設定する措置や対象を絞り込
んだ就労世帯向け現金給付（一人親世帯向け補助金を含む）、託児所の増加や育児補助金の増額などを組み
合わせることが効果を発揮し得ることを示している。

親が長期的な給付依存に陥らないようにすることが子どもの貧困を削減する上で極めて重要である。
政策は親の求職やキャリア開発を支援することができる。アイルランドと 近までのニュージーランドを
除く大半の OECD 諸国は、 年少の子が義務教育年齢に達して以降は、求職その他の就労への取り組みを
条件にして育児所得支援を支給している。しかし、所得支援を受けている一人親に就労を期待できるのは、
適切かつ手頃な料金の育児支援を利用できる場合のみである。親が長期失業状態にある場合には、職業訓
練その他の集中的な雇用支援が必要かもしれない。

子どもの養育費を負担する義務のある全ての親がその義務を果たしているわけではない。したがって、
子どもの貧困を削減する上では公的な養育費制度も重要な役割を果たし得るが、その効果は国によってま
ちまちである。例えば、デンマークとスウェーデンでは養育費制度によって子どもの貧困率は 2.5 ポイント
低下しているが、米国では 1 ポイントしか低下していない。デンマークとスウェーデンの制度は、養育責
任のある親に前払いで定期的に養育費を支給し、後に財政支援を行う義務のある親からその養育費の返済
を受ける、というものである。しかし、米国の制度では、養育費を負担する義務のある親からまず資金を
受け取ってから養育費を支給する。したがって、各国政府は、養育費を負担する親の経済状況にかかわら
ず、 低限の養育費を保証する必要があるかもしれない。

子どもの発達の観点から見た 善策は何か

OECD 諸国では、幼少期の保育や教育を受けている子どもの比率が上昇している。1998 年～2007 年に、
5 歳児未満の幼稚園入園率は約 30%から 50%以上へと上昇している。社会経済的特徴は、家庭が利用してい
る保育サービスの手厚さとタイプに影響する。 低所得層の子どもはより豊かな家庭の子どもより正規の
保育サービスを受けられる可能性が低い。

質の悪い保育、あまりに長時間の保育、1 歳未満の保育はより多くの行動問題を引き起こす。良質の正
規保育は緩やかな認知発達と関係している。しかし、母親の就労や保育への参加より経済状況の方が子ど
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も関連の成果（特に認知機能関連の成果）を予告する重要な指標である。恵まれない家庭の子どもにとっ
て、認知発達や社会的発達を も大きく伸ばすのは質の高い保育である。

キャリアの観点からすると、女性は出産後 6 カ月前後で仕事に復帰するのがベストだと思われる。しか
し、子どもの発達の観点から見ると、物事はそれほど明確ではない。子どもの行動発達・認知発達効果と
貧困リスクの削減は互いに相殺し合う可能性がある。特に、低所得家庭の子どもの場合はその傾向がある。
一般に、子どもが 6～12 カ月に達する前に母親が仕事に復帰すると、プラス影響よりマイナス影響の方が
大きい。2 歳を過ぎると、良質の正規保育への参加のプラス影響は、特に恵まれない家庭の子どもの場合に
は、マイナス影響より大きくなる傾向がある。その間の期間についてはあまりはっきりしない。

親がいつ有給労働に復帰するにしても、良い子育てが極めて重要である。一部の OECD 諸国は家庭訪問
や家族・子どもサービスセンターを通じて子育て支援を提供している。子どもの発達に寄与する母乳によ
る授乳や子育てを促進したり、ストレスの強い状況の中で何をすべきかに関するガイダンスを提供したり
することは、子ども関連の成果を改善することに資し得る。

OECD 諸国は親や子どもの福祉を高める様々な政策を整備している。家族給付・サービスは、家族が仕
事と家族に関して望んでいる成果を挙げることを支援する重要なツールである。様々な家族政策ツールの
適正バランスを保つことは、経済低迷期には特に重要である。本報告書は、家族・子ども関連の政策や成
果に関して分かっていることや政策の適否を検討し、今後の家族政策の改善に寄与することを期待してい
る。
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