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1　はじめに

　フランスにおける社会保障制度において，家族給付〔prestation familiale〕
はこれまで独特の発展をとげてきており，主要な制度となっている（1）。家族給
付の起源は，元々は一部の使用者が，労働者の家族に関する出費について家族
加給〔sursalaire familial〕として任意に支払っていたものが，1932年 3月11日
の法律（2） によって全労働者に対してその支払いが義務化されたことにある。
現在の制度的基盤は，第二次世界大戦後の1946年 8月22日の法律第1835号（3） 

（ 1） 　家族給付は，1948年において社会保障一般制度予算の50.2％をしめ，国民
総生産の3.5％にも相当し，また，1950年には，受給している子一人の家族給
付額は，一人当たりの国民総生産と比較して20.1％であった（J─J. 
DUPEYROUX, M. BORGETTO et R. LAFORE, Droit de la sécurité sociale, coll. 
« Précis », 18e éd., Dalloz, 2015, no 899.）。しかし現在では，高齢化社会等に
起因する医療費の高騰を主たる要因として，社会保障制度全体にしめる家族
給付の規模は小さくなってきている。ただし，購買力政策，ワークライフバ
ランスの実現，貧困家庭への援助などを理由として，近年になり家族給付の
重要性が再認識されてきている。

（ 2） 　Loi du 11 mars 1932 （J.O. du 12 mars 1932, p. 2626.）.
（ 3） 　Loi no 46─1835 du 22 août 1946 concernant les allocations familiales （J.O. du 

23 août 1946, p. 7350.）.
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に基づいており，その後，社会保障一般制度の中に組み込まれている（4）。
　家族給付の財源は使用者のみによって負担されている（5）。その財源の管理の
ために，全国家族手当金庫〔Caisse nationale d’allocation familiale〕が創設され
ているが，家族給付の実際の支給およびその財源の徴収は，社会保障・家族手
当保険料徴収組合連合〔Union pour le recouvrement de la sécurite sociale et des 

allocations familiales （URSSAF）〕が担当している。
　家族給付全体の特徴は，給付の全体性〔universalité〕とその対象領域の広範
性である。家族給付はその起源から賃労働者〔salariés〕を対象としていたが，
1978年 1月 1日より就労要件が外され，全人口を対象とするようになった。後
者に関しては，年代により異なる家族政策〔politique familiale〕に基づいて，
多様な目的を有する手当が累積していったことによっている。ところで，ここ
でいう家族政策というのは，フランスにおいて国が時代状況に応じて定める政
策であり，家族給付は基本的にこの家族政策に沿って制度発展をしてきたとい
ってよい。伝統的には，出生奨励または多子家族の奨励が家族政策の中心とな
っており，例えばフランスにおける家族給付のもっとも基本的要素たる家族手
当は，この政策を体現し， 2子目から支給される手当である。家族政策は，首
相が議長となり，労働組合，使用者団体，家族関連団体などの代表者が構成員
となっている家族問題協議会〔conférence de la famille〕（6） において決定され
る。かくして手当が多様化または複雑化した家族給付は，主に①多子家族の奨
励，② 幼児〔petite enfance〕育成，③ 低収入家族，④住宅に類型化される
が（7），つねに制度の簡素化の要請が存在している。
　近年，とりわけ2004年頃から幼児育成にかんする手当が家族手当の中心的制

（ 4） 　フランスにおける家族給付の起源および現行制度の確立について，神尾真
知子「フランスの家族給付制度と社会保障」社会保障法11号（1996）185頁。

（ 5） 　使用者が全労働者に支払った総賃金額の5,25 ％に相当する額が徴収され
る。

（ 6） 　現在では，家族高等評議会〔Haute conseil de la famille〕がこれにあたる。
（ 7） 　社会保障法典 L511─1 条は家族給付の種類をリストアップしている。 1：

幼児受入手当， 2：家族手当， 3：補足家族手当， 4：住宅手当， 5：障害
児育成手当， 6：家族支援手当， 7：新学年手当， 8：単親手当（この手当
は，子を養育し，収入の少ない単親者に対する最低収入保障として機能して
いたが，2008年にフランスの最低収入保障たる雇用促進連帯収入〔revenu de 
solidarité active （RSA）〕に統合されたため，現在では削除されている），
9：児童付添手当。
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度となり，その後も法改正の議論が頻繁に行われてきたことをうけて，本稿で
はこの手当に焦点をあて，その動向を紹介することとしたい。当該手当が現代
のフランスの家族政策の重要な部分を体現しているといえ，実質的な意味にお
いても紹介価値があると思われる。そのため本稿は，まずフランスの家族給付
の全体像を概観し（8），幼児育成手当の位置づけを明確にしたうえで（ 2），幼
児育成手当の創設された背景およびその後の展開を紹介することとする（ 3）。

2　フランスにおける家族給付

（ 1 ）　養育給付〔prestations d’entretien〕
①家族手当〔allocations familiales〕（社会保障法典 L521─1 条以下）
　家族手当は家族給付制度において中心的な手当であって，この手当だけで，
家族給付全体の額のおよそ40％を占めている。家族手当は 2人目の子から支給
されるのが特徴である。これは伝統的なフランスの家族政策の内容たる多子家
族の奨励を表している（9）。
　家族手当の所得条件〔conditions de ressources〕については，近年議論が活
発化し，制度が紆余曲折しているため，若干の説明を加えたい。もともと所得
条件は設定されていなかった（家族手当の全体性）が，1998年に一度所得条件
の設定が考案された。しかし翌年にはその措置は延期となり，結局全世帯支給
に帰着した。ところが，2013年に家族高等評議会において，家族手当について
の所得条件設定が再び議題にのぼった。これまでの経緯から，フランス社会に
おいて所得条件設定をすることのハードルが高いことが認識され，最裕福層の
家庭について家族手当を減額することなどが提案された。これをうけて2015年
社会保障財源法律は，デクレの定めにより，一定の収入額を超える家庭には，
一定の減額がなされることを定めた。
　支給額は，扶養子が 2人の場合には家族手当算定基礎月額（以下，「算定基
礎月額」とする。）（10） の32％， 3人の場合は73％， 4人の場合は114％， 5人の

（ 8） 　神尾真知子「フランスの子育て支援─家族政策と選択の自由」海外社会保
障160号（2007）33頁以下表参照。

（ 9） 　しかし現在では，家族手当を「子の権利〔droit de l’enfant〕」と理解する
立場が有力に主張され， 1子目から支給されないことについて批判がつねに
なされている。

（10） 　Base mensuelle de calcul des allocations familiales （BMAF）. 住宅手当を除
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場合は155％である。これ以降は，1人につき41％増額される。なお，14歳から
は，算定基礎月額の16％が増額されるが，扶養子が 2人の場合，長子はこの増
額を享受することができず，すべての子について享受できるのは，扶養子が 3

人以上の家族に限られている。

②補足家族手当〔complément familial〕（社会保障法典 L522─1 条以下）
　補足家族手当は1977年 7月12日の法律第765号（11） によって創設され，出産の
翌月に支給される産後手当を引き継いだものであった。しかし 3歳以下の幼児
に対する手当である幼児手当〔allocation pour jeune enfant〕を創設した1986年
1月 4日の法律（12） は補足家族手当の内容を大幅に変更し，現在では， 3歳以
上の子を 3人以上扶養する家族にのみ給付される手当となっており，支給額は
算定基礎月額の41,65％である。
　補足家族手当は他の手当との併給が可能であるが，後述する幼児受入手当と
しての基礎手当および職業活動自由選択手当との併給はできない。

③家族支援手当〔allocation de soutien familial〕（社会保障法典 L523─1 条以下）
　1970年12月22日の法律第1218号（13） によって創設された孤児手当〔allocation 

d’orphelin〕を引き継いで，1984年12月22日の法律第1171号（14） によって創設さ
れた手当である。
　当該手当の支給の対象となるのは，父および（または）母を亡くしたすべて
の子，両親に対してまたはどちらか一方の親に対して，法的に親子関係が認め
られないすべての子，ならびに両親または一方の親が扶養義務，または裁判判
決によってその責任が課された扶養年金〔pension alimentaire〕の支払いを免

くすべての家族給付の算定基礎月額として，平均賃金や最低賃金などを考慮
して毎年 4月に定められる（社会保障法典 L551─1 条）。以下，本稿で支給
額を表示する場合には2014年度の406.21€を基準とする。

（11） 　Loi no 77─765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial （J.O. du 13 
juillet 1977, p. 3695.）.

（12） 　Loi « Dufoix » no 85─17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des 
jeunes familles et des familles nombreuses, （J.O. du 5 janvier 1985, p. 143.）.

（13） 　Loi no 70─1218 du 23 décembre 1970, （J.O. du 25 décembre 1970, p. 11955.）.
（14） 　Loi no 84─1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes 

débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances 
alimentaires impayées, （J.O. du 27 décembre 1984, p. 3983.）.
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れているもしくはそれを負担できる状態にないすべての子である。
　両親を亡くした子には算定基礎月額の30％，一方の親を亡くした子および同
様の状況にある子には算定基礎月額の22,5％が支給される。この給付は，幼児
受入手当の基礎手当を除いて，他のすべての家族給付とあわせて受給すること
ができる。

（ 2 ）　幼児受入手当〔prestation d’accueil du jeune enfant （PAJE）〕
　幼児育成にかんする以下の 4つの手当が「幼児受入手当」の総称の下にまと
められている。
① 出産手当，養子縁組手当〔prime à la naissance; prime à l’adoption〕（社会保
障法典 L531─2 条以下）
　出産または養子縁組の際に支払われる手当である。出産手当は，出産する子
1人ごとに妊娠から 7月目に支給される。養子縁組手当は，20歳以下の子を養
子縁組したときに，養親の家にその子を受け入れてから 2月目までに支給され
る。支給額は，出産手当が算定基礎月額の229,75％（927,71€），養子縁組手当
が459,5％である（1855,42€）。
　これらの手当には，所得条件が設定されている。2014年の所得上限額は， 1

世帯中 1人に収入があるとき，子 1人の場合は月35,480€，子 3人の場合は月
48,276€である。これ以降， 1人につき6,398€が増額される。

②基礎手当〔allocation de base〕（社会保障法典 L531─3 条以下）
　基礎手当は，出産の場合には出生した子が 3歳になるまで，養子縁組の場合
には 3年間支給される手当である。従来基礎手当には出産手当，養子縁組手当
と同じ所得条件が設定されていた。しかし，経済的窮境にある家族への給付を
充実させる目的で，2014年社会保障財源法律は，次のように所得条件を変更し
た。すなわち，2014年では，所得が24,344€以下の世帯には基礎手当は満額支
給されるが，29,082€までの世帯には減額して支給される。
　支給額は，算定基礎月額の45,95％が支払われる。基礎手当は，補足家族手
当を除いて併給が可能である。
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③ 職業活動自由選択補足手当 〔complément de libre choix d’activité〕 （2015年から
夫婦分割養育手当〔prestation partagée d’éducation de l’enfant （PréparÉE）〕）
（社会保障法典 L531─4 条以下）（15）

　職業活動自由選択補足手当は，出産または養子縁組の後に，両親が職業活動
を継続するか否かについての選択を，実質的に自由に行うことができるような
金銭的補償を行うことを目的とする手当である。以前の制度である養育親手当
〔allocation parentale d’éducation〕は 2子目からしか支給されなかったが，こ
の手当は 1子目から支給されるところに特徴がある。
　支給条件は，（ 1）職業活動の全部または一部停止，かつ（ 2）申請前の次
の期間中に， 8四半期の職業活動を行っていること，である。第 1子目の場合
は 2年間，第 2子目の場合は 4年間，第 3子目以上は 5年間である。この年数
を準拠期間〔durée de référence〕という。なお，第 3子目からは，職業活動
自由選択割増補足手当〔complément optionnel de libre choix d’activité〕が支給
され，多子家族政策が現れている。そして，子が 1人の場合には，その 1歳の
誕生日まで，子が 2人以上の場合には，一番年下の子の 3歳の誕生日まで支給
される。
　2015年 1月 1日以降に出生した子から適用される夫婦分割養育手当は，ま
ず， 3歳未満の子の世話をするために職業活動を停止した一方の親に対して，
または無報酬の職業教育を受ける親に対しては満額で支給される。つぎに，職
業活動を継続する，または報酬を受けて職業教育を受ける親に対しては，減額
して支給される。この手当は，子が 1人の場合，両親それぞれに 6ヶ月ずつ与
えられ，子が 2人以上の場合，両親それぞれに24ヶ月ずつ与えられる。期間の
上限は，職業活動自由選択補足手当と同じである。夫婦分割養育手当の支給要
件は，職業活動自由選択補足手当と同じ長さの準拠期間において， 8四半期の
老齢年金保険料の支払いがなされたことである。
　夫婦分割養育手当は，満額の場合は，算定基礎月額の97,62％である
（392,48€）。幼児育成手当の基礎手当を受給していない世帯の場合は，算定基
礎月額の203,88％となる（828,18€）。職業活動を継続し，それが以前の50％未
満である場合には算定基礎月額の62,46％（253,72€），50％から80％である場合
には36,03％（146,36€）である。なお，第 3子目からは支給額が増額される。

（15） 　後述「 3（ 3）」参照。
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④ 養育態様自由選択補足手当 〔complément de libre choix du mode de garde〕（社
会保障法典 L531─5 条以下）
　この手当も両親の職業活動の継続についての自由選択を確保することを目的
として設定されたものであるが，職業活動自由選択補足手当とはやや視点が異
なり，子の養育費を保障することを通じて間接的に選択の自由を保障するもの
である。
　この手当は，養育について発生するつぎの 2つの費用を賄うものである。第
1は，育児引受者の報酬にかかる社会保障費および社会保障税の全部または一
部の負担である。第 2は，その者の報酬の一部負担である。その額は，養育の
態様にしたがって異なっている。すなわち，自宅保育婦の場合には，自宅保育
婦の社会保険料および社会保障税の全額，およびその賃金の85％が対象とな
る。自宅育児〔garde à domicile〕の場合には，世帯収入に応じて，育児引受
者の社会保険料，社会保障税および報酬それぞれの金額の一部が支給される。
認可団体または認可企業に子を預けた場合には，世帯収入に応じて，託児にか
かる費用の一部が手当として支給される。
　支給条件は，まず扶養子が 3歳未満でなければならない。ただし，子が 3歳
から 6歳までの間は，一定の場合に減額して手当が支払われる場合がある。所
得条件の上限額については，これまでは子の人数に応じて上限額が設定されて
いたが，2014年社会保障財源法律は，簡素化の目的の下，所得条件を撤廃し
た。これは2014年 4月 1日以降に生まれた子から適用される。ただし，職業活
動を継続していることは，引き続き支給条件となっている。
　第 2の条件として，子と育児引受者との血族関係が，この手当についての独
特の支給条件を構成している。育児引受者が自宅保育婦〔assistante 

maternelle〕の場合には，この者と子との間の血族関係の有無は，この手当の
支給になんら影響を及ぼさない。しかしそれが自宅育児である場合には，子と
育児引受者との間に血族関係があってもよいが，配偶者，内縁者，パートナー
契約者が育児引受者となることはできない。
　この手当は，職業活動自由選択補足手当と併給されえないが，その他の手当
とは併給が可能である。

（ 3 ）　特定のカテゴリーに対する給付
①障害児育成手当〔allocation d’éducation de l’enfant handicapé〕
　この手当は，20歳未満で，その永続的障害の程度が50％以上の障害児のため
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の家族給付であった特別育成手当〔allocation d’éducation spéciale〕を引き継い
だものである。これらの手当は障害児を対象とするものの，障害者政策の実現
のために家族給付を活用しようという意図の下，一貫して家族給付の範疇に含
まれてきた。
　障害児育成手当は，永続的障害の程度が80％以上である子を扶養する家族に
支給される。ただしその子が障害者特別育成施設にいる場合，または自宅看護
を要する場合には，永続的障害の程度は50％以上80％未満でもよいとされてい
る（社会保障法典 L541─1 条）。所得条件は設定されていない。
　この手当の支給の可否は，障害者の権利と自立委員会〔Commission des droits 

et de l’autonomie des personnes handicapées （CDAPH）〕の決定による。この
委員会は，障害者の権利行使，および給付を受けるための単一窓口となってい
るが，障害者の永続的障害の程度を決定する機関でもある。実際の給付は，こ
の決定の後に，家族手当金庫が行う。支給額は，算定基礎月額の35％である。
これに，委員会が決定した，障害児の等級に応じた補足手当（24から65％）が
加えられる。また，一人で障害児を扶養し，職業活動を断念せざるを得ない者
については，当該手当および補足手当に加えてさらに増額がなされる。

②児童付添手当〔allocation journalière de présence parentale〕
　この手当は，疾病を患っている子，重大な障害を負っている子，重大な災害
の被害者となった子の親に支給される。すなわち，扶養子が以上のような状態
にあり，治療などのために継続的に付き添いが必要であるために，職業活動を
停止または減少せざるをえない親に対して支給される。労働契約の停止の効果
を得られる児童付添休暇とともに受けることができる。所得条件は設定されて
おらず，その子の回復までの代替所得，または障害児育成手当の補足手当とし
て位置付けられる手当である。受給権者が単親であるか否か，および職業活動
を完全に中止しているか否かに応じて，手当の金額は変動する。

③住宅援助
　住宅手当〔allocation de logement〕は，字義通りには家族給付の内容ではな
いが，フランスでは，1948年 9月 1日の法律第1360号によって，その範疇に含
まれるようになった。
　住宅手当は，家族手当または障害児育成手当を受給しているすべての者に認
められるが，これにあたらない者であっても，一定の条件に該当する場合には
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受給が認められる。当該手当を受給できるのは，住宅について出費をしている
またはした者，すなわち住居の賃借人またはその家主である。また，住居は，
人口密度，および設備の質の観点から，適切な程度であることが求められる。
住宅手当の受給額の率は，主に，受給権者の扶養子の人数や，受給権者の収入
と賃借料との比率などに応じて定められる。このほか， 3人以上の子を有する
者または世帯を対象とする引っ越し手当〔prime de déménagement〕があり，
支給額は算定基礎月額の240％である。
　以上の家族給付に親しい住宅手当とは別に，低収入家庭を対象とする「社会
的性格を有する」住宅手当〔allocation de logement à caractère social〕や，住
居購入およびリフォームに対する援助である応能住宅援助〔aide personnalisée 

au logement〕があるが，ここでは説明を省略する。

④新学年手当〔allocation de rentrée scolaire〕
　扶養する子それぞれについて，義務教育の間（ 6歳から16歳まで），新学年
になるごとに支給される手当である。算定基礎月額に一定の率を乗じた額が一
時金として支給されるが，現在ではその率は，子の年齢に応じてつぎのように
定められている。すなわち，入学した暦年の12月31日に子が 6歳から10歳まで
である場合は72,5％，同日に11歳から14歳までである場合には76,49％，同日に
15歳から18歳までである場合には79,15％である。なおこの手当には，所得条
件が課せられている。

3　幼児受入手当の創設とその展開

（ 1 ）　幼児受入手当の創設
　幼児受入手当は，2003年12月18日の法律第1199号（2004年社会保障財源法
律）（16） によって創設された。主な目的は，幼児に関する多種多様な家族手当を
簡素化することであって，それらの手当が，幼児受入手当という名目のもとに
統合されたのである。
　幼児受入手当が創設される前は，乳幼児に関する手当としては，乳幼児手当
〔allocation pour jeune enfant（APJE）〕，認可自宅保育婦雇用手当〔aide à la 

（16） 　Loi n° 2003─1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale 
pour 2004, （J.O. du 19 décembre 2003, p. 21641.）.
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famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée（AFEAMA）〕，自宅育
児 手 当〔allocation de garde d’enfant à domicile（AGED）〕， 養 育 親 手 当
〔allocation parentale d’éducation〕，養子縁組手当〔allocation d’adoption〕とい
う 5つの手当が存在していた。しかし，乳幼児に関連するという共通点はある
とはいうものの，これらの手当は別々の時期に創設され，その時代に応じた多
様な家族政策に基づいて導入されたものであったため，その趣旨において一貫
性がなく，また一般人からして明瞭性に欠ける制度形態であった。
　乳幼児に関する手当についての上記のような問題点は，2003年の家族会議の
ための報告書において指摘され，これらの手当を簡素化し，一貫した政策目標
のもとに位置づけなおすことが提案されていた（17）。その政策目標とは，ワー
クライフバランス〔conciliation entre vie familiale et vie professionnelle〕の実
現のため，職業活動を継続するかまたはすべての時間を育児に費やすかについ
て，両親が「自由な選択〔libre choix〕」をすることができるようにすること
であった（18）。この目的にしたがって，上記 5手当は，社会保障法典 L531─1 条
以下において，「幼児受入手当」という総称の下に整理されたのである。以下
では，前制度との対応を意識しながら，新しい制度の概要を示すこととする。

a　乳幼児手当から基礎手当へ
　乳幼児手当（19） は，産前乳幼児手当と産後乳幼児手当とに分かれていた。産
前乳幼児手当は，子 1人につき妊娠 5ヵ月目から出産まで，算定基礎月額の
45,95％（およそ160€）が支給される手当であった。産前乳幼児手当が，幼児
受入手当では出産手当に置き換えられた。出産手当は， 7ヵ月目に算定基礎月

（17） 　F. LEPRINCE, L’accueil des jeunes enfants en France, Rapport pour le Haute 
conseil de la population et de la Famille, janvier 2003; M.─T. HERMANGE, P. 
STECK, L. HABERT, Rapport de propositions du groupe « Prestation d’accueil 
du jeune enfant » pour la Conférence de la famille, Ministre délégué à la 
Famille, Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, La 
Documentation française, 2003, pp. 138 et s.

（18） 　P. KERTUDO, Le rapport à l’emploi des femmes en congé parental, Politiques 
sociales et familiales, no 108, 2012, 5. なお，自由な選択の保障については，す
でに1995年あたりから議題にあがっていたが，今日まで日の目をみることは
なかった。神尾真知子「海外法律情報 フランス 新しい家族手当「乳幼児受
け入れ手当」」ジュリ1266号（2004） 5頁，神尾・前掲注（ 4）125頁参照。

（19） 　1985年 1月 4日の法律・前掲注（12）により創設。
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額の229,75％（45,95％× 5ヵ月）が支給され（927,71€），支給額はまったく同
じである。所得条件について，産前乳幼児手当は， 1世帯中 1人に収入があ
り，扶養子が 1 人の場合には，月17,613€であったが，出産手当では月
35,480€となった。
　産後乳幼児手当は，子の出産から 3歳の誕生日の前月まで支給される手当で
あって，支給額は同様に算定基礎月額の45,95％であった。これに代わったの
が，幼児受入手当の基礎手当であり，支給額に変化はない。また，所得条件は
産前乳幼児手当と同様である。

b　養育親手当から職業活動自由選択補足手当へ
　養育親手当（20） は，扶養子が 2人以上でありかつそのうち 1人以上が 3歳未
満である者で，その子の養育のために職業活動を停止したまたは減少したすべ
ての者に支給されていた手当であった。この他の支給条件として， 1番年下の
子の出生より以前に一定の期間労働していたことが求められていた。例えば，
扶養子が 2人の場合は， 5年のうち 2年以上の労働が要請されていた。支給額
は，職業活動を完全に停止している場合には算定基礎月額の142,57％，50％未
満減少している場合には94,27％，50％から80％までは71,29％であった。
　職業活動自由選択補足手当はほぼ同じ仕組みを引き継いでいるが，重要な変
容がみられる。第 1に，手当の支給を第 1子目からとしたことである。第 2

に，職業活動を停止する以前の一定の期間中に， 2年間の職業活動の存在が必
要とされていたが，その準拠期間が短縮されたことである。前述のとおり，扶
養子 2人の場合には 5年， 3人の場合には10年とされていたが，これがそれぞ
れ 4年および 5年とされた。なお，第 1子目についての支給の場合は 2年であ
る。

c　認可自宅保育婦雇用手当，自宅育児手当から養育態様自由選択補足手当へ
　自宅で第三者に育児を委任する場合の手当として，これまでは雇用手当
〔aides à l’emploi〕という性格で，認可自宅保育婦雇用手当（21） および自宅育児
手当（22） が設けられていた。認可自宅保育婦雇用手当は，認可自宅保育婦を雇

（20） 　1985年 1月 4日の法律・前掲注（12）により創設。
（21） 　Loi no 90─590 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et 

relative aux prestations familiales et aux aides à l’emploi pour la garde des 
jeunes enfants （J.O. du 11 juillet 1990 p. 8176）.
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用することの手当として，その保育婦の社会保険料の全部を補い，算定基礎月
額の19,24％から38,48％の額が家族に支給されるものであった。自宅育児手当
は，自宅で子を育児するために家族が人を雇ったときに支給される手当であ
り，その者の社会保障保険料の50％から75％が補償される手当であった。
　養育態様自由選択補足手当は，この 2つの手当の仕組みを統合したものであ
る。すなわち，育児引受者の報酬にかかる社会保険料および社会保障税の全部
または一部の負担，およびその者の報酬の一部負担を目的とし，自宅保育婦の
場合には，自宅保育婦の社会保険料および社会保障税の全額，およびその賃金
の85％が対象となる。自宅育児の場合には，世帯収入に応じて，育児引受者の
社会保険料，社会保障税および報酬それぞれの金額の一部が支給される。認可
団体または認可企業に子を預けた場合には，世帯収入に応じて，託児にかかる
費用の一部が手当として支給される。

（ 2 ）　幼児受入手当の特徴
　ここまで見てきたとおり，幼児受入手当という新しい枠組みが設定されたこ
とは，諸手当の簡素化を実現した一方で，制度内容としては以前のものをほと
んど引き継いだだけのようにもみえる。幼児受入手当を創設したことが，諸手
当の簡素化以外にも果たして何らかの影響力を持ちえたのか。ここでは幼児受
入手当の革新的な部分を提示したい。
　まず，幼児受入手当の創設は，乳幼児にかんする諸手当を整理したのみでな
く，さまざまな目的に応じた諸手当が設定されているフランスの家族給付にお
いて，幼児受入手当をその制度的中心と位置づけたところに意義がある。すな
わち，社会保障法典 L511─1 条は家族給付を列挙している条文であるが，その
第 1番目を幼児受入手当としたのであった（23）。前述のとおり，2003年に新しい
家族政策にワークライフバランスの実現が据えられたため，幼児受入手当の果
たすべき役割が増大したのである。
　つぎに，簡素化の効果として，それぞれ目的が異なっていた 5つの幼児に関
する手当が，すべて同一の家族政策の下に整理されたことがあげられる。とり
わけ，幼児受入手当の創設までは雇用手当としての性格が強かった認可自宅保

（22） 　Loi « Barzach » no 86─1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille （J.O. 30 
décembre 1986. p. 15771.）.

（23） 　これまでは，前述の乳幼児手当が第一に記載されていた。
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育婦雇用手当および自宅育児手当を，家族手当として位置付けたことに大きな
意味があった。また，この 2つの手当は，これまでのように，ただ育児引受者
の社会保険料を軽減するというだけでなく，新たに，家族に手当が直接的に支
給されることになり，家族手当としての性格をより明らかにしたと評価されて
いる（24）。また，5つの手当それぞれの関連性も明確になった。すなわち，出産
手当および基礎手当が幼児受入手当のもっとも基本的な構成要素であり，全世
帯を対象としているのに対し，他の 2つの手当は，家族の自由選択を保障する
ための手当として位置付けられる（25）。
　各論に目を移しても，いくつかのことを指摘することができる。まず，幼児
受入手当の適用範囲が拡大された。全世帯への普及〔universalisation〕が志向
され，所得条件として設定された収入上限額が37％引き上げられたことによ
り，これまで乳幼児手当を受給できなかった45万人のうち，20万人の者が受給
できるようになると評価されている（26）。他にも，乳幼児手当と養育親手当と
の併給が認められていなかったのが，幼児受入手当では，基礎手当と職業活動
自由選択補足手当との併給が可能となったこと，第 2子目から支給されていた
養育親手当に対して，職業活動自由選択補足手当は，第 1子目から支給される
ようになったことによっても，その適用範囲は大幅に拡大されたといえる（27）。
　第 2に，養育態様自由選択補足手当の創設による効果である。2003年の家族
会議のための報告書において，託児所〔crèche〕，自宅保育婦，自宅育児の 3

つの養育態様について，それぞれの家族の負担が収入別に分析されているが，
およそ自宅保育婦は託児所の倍，自宅育児は自宅保育婦の倍の負担がかかるこ
とが明らかにされ，後 2者の利用が現実的に妨げられていることが問題視され
ていた（28）。これをうけて，養育態様自由選択補足手当として，世帯が雇う保
育者の社会保障費用を負担するだけでなく，直接的な手当が設定されたのであ

（24） 　A. ROZAN, La création de la prestation d’accueil du jeune enfant, Revue de 
droit sanitaire et social, 2004, p. 183. ただし，その手当は育児引受者の報酬に
相当するものであるゆえ，いまだ雇用手当としての性格を有するように思わ
れる。

（25） 　J─J. Dupeyroux, op. cit. note （1）, no 934.
（26） 　A. ROZAN, op. cit. note （24）, p. 183.
（27） 　Ibid., p. 183.
（28） 　Rapport de propositions du groupe « Prestation d’accueil du jeune enfant » 

pour la Conférence de la famille, op. cit. note （17）, p. 143.
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るが，このことによって，所得が最低賃金〔salaire minimum de croissance 

（SMIC）〕の 3倍以下の世帯については，認可自宅保育婦手当と比較して75％
ほど支給額が増加することになる（29）。また，養育態様自由選択補足手当は，
認可自宅保育婦雇用手当および自宅育児手当と異なり，自らが育児引受者を雇
用する場合だけでなく，託児施設へ預ける場合にも支給範囲を拡大しているこ
とも評価されている（30）。
　第 3は，職業活動自由選択補足手当の改革である。改革点は 2つあり，パー
トタイムで職業活動を継続する場合の支給額を15％引き上げたこと，および支
給前に要請される 2年間の職業活動の準拠期間が短縮されたことである。後者
は形式的には支給条件が厳格になったともいえるが，その趣旨は，職業活動か
らの長期離脱が労働市場への復帰に重大な妨げとなるという認識のもと，受給
者の復職を促進するというものである（31）。

（ 3 ）　幼児受入手当の現代的展開
　幼児受入手当は，以上で見たとおり一定の積極的な評価を受けていた。しか
し，その後，とりわけ職業活動自由選択補足手当および養育態様自由選択補足
手当を中心として，制度のさらなる見直しの必要性が家族会議を中心に議論さ
れてきている。その主たる論点は，なお養育費が高く，とくに母親にとって，
ワークライフバランスについての自由選択が妨げられていることである（32）。
そしてもう 1つの論点が指摘されうるが，それは幼児受入手当のみならず家族
給付制度全体の問題である。すなわち，近年，社会保障財源と関連して，家族
給付の性格を全世帯への給付から貧窮状態にある者への給付へと位置づけなお
すことについて議論が活発化してきており（33），幼児受入手当では，基礎手当

（29） 　A. ROZAN, op. cit. note （24）, p. 184.
（30） 　A. ROZAN, op. cit. note （24）, p. 185.
（31） 　A. ROZAN, op. cit. note （24）, p. 185. また神尾・前掲注（18） 5頁は，母親

の労働市場への復帰が問題となっていた点を紹介している。
（32） 　この議論を紹介するものとして，神尾真知子「海外法律情報　フランス　

就業自由選択補足手当改正の議論」ジュリ1407号（2010）65頁。
（33） 　これについてフランスでは，水平的分配〔distribtution horizontale〕から

垂直的分配〔distribtution verticale〕へ，または全体性〔universalité〕から
連帯〔solidarité〕へ，と表現されている。家族政策における連帯についての
研究論文としてM. CLAUVIERE, Les solidarités familiales comme espace de 
tensions entre droits et devoirs, Revue de droit sanitaire et social, 2009, p. 53.
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がその議論の対象となっている。
　まず後者の問題から取り上げるが，当該問題にかんしては家族手当の所得条
件の設定の是非が最大の焦点となっていた。1998年にその議論が座礁した後，
2013年に家族高等評議会の提案に基づいて，2015年社会保障財源法律によって
一定の収入額を超える家庭には，家族手当について一定の減額がなされること
が定められたことは，前述したとおりである。これと同様の文脈において，幼
児受入手当の基礎手当については，2014年社会保障財源法律（34） が，経済的窮
境にある家族への給付を充実させる目的で，次のように所得条件を変更した。
2014年の額ではあるが，24,344€以下の世帯には満額支給されるが，29,082€ま
での世帯には減額して支給される，という制度になった（35）。
　つぎに，職業活動自由選択補足手当および養育態様自由選択補足手当につい
ての議論である。実際，幼児受入手当の効果は，次の指標を参考とする限りで
評価しうるものであった。フランスの出生率は依然として先進国の中で相対的
に高く，託児所および自宅保育婦のサーヴィスを受けている比率が，2002年の
ヨーロッパ連合の目標値である33％をこえ44％となっており，女性の中での雇
用率も，2006年の段階では，2010年のヨーロッパ連合の目標値である60％に迫
る，57,7％となっていた（36）。しかしながら，この 2つの手当についての問題点
はなお存在しており，それを指摘する代表的な文書として，2008年 7月に提出
されたタバロ［Michèle TABAROT］国民議会議員の「幼児受入の供給の発展
にかんする報告書」（37） がある。多岐にわたって問題点が指摘されているが，以
下では重要視された点について紹介をしていく（38）。
　職業活動自由選択補足手当は，子の出生に際して最大 3歳の誕生日まで延長
されうる育児休暇〔congé parental〕（労働法典 L1225─47 条）とともに，長い
離職期間を創出し，女性にとって復職を困難にさせる要因となっていること，

がある。
（34） 　Loi no 2013─1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale 

pour 2014, （J.O. du 24 décembre 2013, p. 21034）.
（35） 　支給上限額は， 2人目は22％， 3人目からは30％増額する。
（36） 　D. CHAUFFAUT, H. PARIS, Politique familiale et égalité des chances: 

quelques pistes pour l’avenir, Revue de droit sanitaire et social, 2008, p. 639.
（37） 　M. TABAROT, Rapport sur le développement de l’offre d’accueil de la petite 

enfance, La Documentation française, Juillet 2008.
（38） 　職業活動自由選択補足手当にかんしては，神尾・前掲注（32）65頁参照。
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具体的には，職業活動自由選択補足手当の額が低く，受給者の割合は収入の低
い家庭がほとんどであり（39），そのような家庭では母親が復職することが非常
に困難になっていることである（40）。報告書は当該問題を労働人口の減少とい
う視点からも問題視しているが，この視点は興味深い。また，父親の受給率が
全体の2.7％に過ぎないことが指摘されている（41）。父性休暇〔congé de 

paternité〕を申請する男性は 7割近くおり，男性の育児意識が上昇しているだ
けに，制度の改善が必要であるとし，ドイツやアイルランドの例が参照例とし
て挙げられている。ここで報告書がとくに注目するのは，アイルランドモデル
である。これは，育児休暇およびその期間の所得補償の受給を，父親および母
親両者に割り当てることによって，父親の育児休業を促進させ，家族責任にお
ける平等の実現に貢献するものと評価されている（42）。したがって，フランス
においても，職業活動自由選択補足手当について，支給期間のうち 2ヵ月間は
両親に割り当てられるものとすることが提案された（43）。ここにおいて，フラ
ンスにおけるワークライフバランスの実現の具体的内容が，女性の雇用促進を
目的として，男性の育児参加を促す趣旨であることが明確に示されている。
　その後も議論が積み重ねられてゆくが，育児休暇の改正を目的として2013年
7月 3日に女性および男性間の実質的平等のための法律案が提出され（44），そ
の中に職業活動自由選択補足手当の改革が含まれていた。この法律案は2014年
8月 4日に可決され（45），職業活動自由選択補足手当は，夫婦分割養育手当と
なったのである。
　具体的な改正のポイントはつぎのとおりである。第 1に，満額でこの手当が
支給される対象が 3歳未満の子の世話をするために職業活動を停止した親だけ
でなく，無報酬の職業教育を受ける親にも拡大されたことである。つぎに，こ

（39） 　報告書では，SMICの 3倍の収入までの世帯が全受給者の80％， 2倍の収
入までの世帯が50％であると指摘する。

（40） 　M. TABAROT, op. cit. note （37）, pp. 17 et s.
（41） 　Ibid, p. 34.
（42） 　Annex 31: Rapport sur le développement de l’offre d’accueil de la petite 

enfance Annexes, La Documentation française, Juillet 2008, p. 134.
（43） 　M. TABAROT, op. cit. note （37）, p. 86.
（44） 　Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Sénat no 717 

（2012─2013）.
（45） 　Loi no 2014─873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes （J.O. du 5 août 2014, p. 12949.）.
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の点がもっとも注目されるものであるが，この手当が両親それぞれにつき，別
個に付与されることである。すなわち，子が 1人の場合，その 1歳の誕生日ま
で両親はそれぞれ 6ヵ月ずつ手当を受給でき， 2人目以降は，下の子の 3歳の
誕生日まで，両親はそれぞれ24ヵ月ずつ受給できる。どちらか一方の親のみで
最長 3年間受給できた職業活動自由選択補足手当との相違がここにある。夫婦
分割養育手当は，一方の親のみが職業活動を停止するのみでは24ヵ月しか支給
されず，一世帯で計 3年間の支給を受けるためには，他方の親（主として父
親）も，職業活動を停止することが要請されているのである。職業活動自由選
択補足手当で認められていた 3年の受給期間を分割し，他方の親が職業活動を
停止し，家事に参加することを促すことによって，夫婦が同等に家事を負担す
るという制度趣旨を実現しているのである。
　養育態様自由選択補足手当については，養育費用の高さがつねに問題視され
てきている。そもそも当該手当はこの問題の解決のために創設され，支給額の
増加が図られたのであるが，なお養育費用の高いことが，やむをえず職業活動
を停止するという選択に追い込んでいるという問題が指摘されてきている（46）。
その後，養育態様自由選択補足手当の支給額が増額されるなどの法改正はなさ
れていないが，2014年社会保障財源法律によって所得条件が廃され，当該手当
の取得の道がより広く開かれるようになった。

4　おわりに

　フランスにおける家族給付は，伝統的に出生奨励，多子家族奨励という家族
政策の下，家族手当の支給開始を 2子目からとすることや，各手当において 3

子目からの支給額を増加させるなどの展開をみてきた。近年は，子の出生に際
して，両親が職業活動を継続するか否かについての「自由選択」が強調されて
いるが，このことは家族政策の中心が，ワークライフバランスの実現，および
家族責任についての男女間平等に移行したことを反映している。このような家
族政策の転換は，労働生産性が高いといわれるフランスにおいて，労働力の減
少を女性労働力の活用によって補おうという経済政策があってのものである。
　日本においても，とりわけ安倍政権発足以来，女性労働力の活用に大きな注
目がなされているため，フランスの家族給付の現代的展開の研究は日本に多く

（46） 　D. CHAUFFAUT, op. cit. note （36）, p. 639.
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の検討素材を提供しうるものと推測される。しかしながら，日仏の比較におい
て，労働力の減少を女性労働力の活用によって埋めるという政策がまったく一
致しているとはいえ，制度比較には一定の留意を要するように思われる。託児
の是非，男性労働者の長時間労働，家族・育児時間減少に伴う小学校における
いじめ問題の増加などにまで視野を広げ，また社会学なども含めた学際的な視
点において，現代のフランスでは「家族」をどのように捉えようとしているか
を検討することがその前提作業として必要になるであろう。




