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要約要約要約要約 

本稿では、日本の少子化の改善策として育児休業制度の改正と子供手当の低年齢集中化に

ついて提言する。 

 

我が国における少子化の原因は、第一に未婚化・晩婚化の進行、第二に有配偶出生率の減

少が考えられる。女性の労働力率は、30 歳代を底とした M 字カーブを描いており、この背

景には結婚、出産、子育て期に就業を中断する女性が多いことがある。もし夫が積極的に家

事・育児参加をすれば、妻が就業を中断しなければ出産・育児ができないという現状から脱

却できるのではないだろうか。 

2003 年の次世代育成支援対策推進法に続いて、2007 年には仕事と家庭の調和憲章が出さ

れ、仕事と家庭の調和、ワーク・ライフ・バランスの施策が本格的に講じられるようになっ

た。今日の日本で行われている両立支援策は育児休業・短時間勤務、現金給付、保育所整備

の三種類に分けられる。育児のための短時間勤務制度を利用したい割合は男性が 34.6％、

女性が 62.3％となっており、育児休業のような全日休日だけではなく、短時間勤務や所定

外労働の免除に対するニーズも高い。 

2010 年度の育児休業法改正により、3 歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務

制度（1日 6時間）を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所

定外労働の免除を制度化した。従来通り全日休日を取得した場合には、育児休業基本給付金

と育児休業者職場復帰給付金が支給されることとなった。 

勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている現在では、男性も家事・育児への積極的参

加求められているが、日本男性の家事・育児に費やす時間は先進国中の最低水準にある。ま

たパパ・ママ育休プラスや、配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得を不可とする

ことができる制度を廃止することとなった。そしてこれらにあわせ、育児休業給付について

も所要の改正が行われた。 

しかしながら現在の育休制度は男性にとって取得しにくいのが現状であり、男女の希望す

るライフスタイルや出生率の向上のためには、まず男性の育児休業取得率を高めることが必

要ではないかと考える。 

 

そこで本稿では、男性が育児に参加すること少子化を改善していく筋道を考察・検証し、

政策提言を行う。提言内容は以下の通りである。 

１） フレキシブルな育児休業制度 

育児休業取得日数、育児休業期間中の休日、育児休業給付金、育児休業取得期間の新

たな制度を提案する。 

２） 子供手当支給の低年齢集中化 

0～2 歳までの短期間に子供一人につき、月額 6.5 万円を支給する。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

1950年以降、日本の出生数は急速に減少していき、2005年に過去最低である1.26を記録し

た。その後現在まで出生数と合計特殊出生率はともにわずかな増減を繰り返してはいるが、

依然として少子化は進行している。また、2005年の国勢調査では日本の総人口が初めて減少

したことが分かった。人口動態統計では2005年に初めて出生数が死亡数を下回り、人口減少

社会の到来を表している。そこで、本稿では人口減少の原因である出生数の低下に注目する。 

 

かつての日本社会には性別役割分担意識があり、夫は働き妻は子育てと言う構図があった。

George J. Borjasは、「男女の賃金格差がある場合には賃金の高い方が労働に特化し、賃金

の低い方が家計内生産（主に家事・育児など）に特化するべきである」（Borjas: 2009）と

説明している。しかしながら現代では、男女共働き世帯の増加に伴い、少なくとも学卒時点

における男女間賃金格差は縮小している。したがって女性の産休・育休による休業は家計へ

もたらす影響も大きい。また、家電製品の普及により男女の家事能力に差はなくなってきて

いる。したがって女性が家事・育児をし、男性が外に働きに出るという形は必ずしも合理的

な選択ではなくなっているといえる。 

核家族化の進行や待機児童の増加という問題により労働と育児の両立が困難となってい

る中、男性が家事・育児に携わることで出生数に正の影響がもたらされる可能性がある。そ

こで、本稿では男性が家事・育児に参加するためにはどのような制度が必要であるかを考察

する。 

 

現在では、仕事と家庭を両立させたいと希望する男性は 58.4%であるのに、実際に両立で

きているのは 22.1%であることが、平成 20 年厚生労働省委託調査「両立支援に係る諸問題

に関する総合的調査研究アンケート調査」から明らかになっている。しかしながら現在の男

性の育児休業取得率は 1.72％と女性に比べて非常に低い水準である。休暇・休業を取得し

ない理由としては、職場への迷惑や家計への負担があげられる。つまり育休制度は男性にと

って取得しにくいのが現状であり、男性の育児休業取得率を上げるためには職場での不安を

解消するとともに家計への負担を軽減する必要がある。 

 

したがって、我々はまず男性が育児休業を取得しやすいような政策として、育児休業中に

も全日休業だけを取得するのではなく、短時間勤務を可能とすることで、職場への気兼ねや

不安を解消し、短時間勤務によって得られる所得と育児休業給付金などの保障によって家計

収入を維持する方法を提案する。そして、OECD 各国の制度比較によってこのような制度の

整ったスウェーデンの育児休業取得方法にならい、実際に日本のモデルに適用した可処分所

得を試算した。結果としてこのモデルを適用することで、現在の制度と比較して家計の金銭

的な負担は少なくなるほか、柔軟な働き方をしながら育児をすることが育児休業を取得しな

い場合よりもさらに多くの収入が得られることがわかった。そのため、この新たな育児休業

制度を設けることで、男性の育児休業取得を促すインセンティブを与えることができると考

えられる。最後に、この新しい育児休業制度の運用方法を具体的に定めることが課題とされ

る。 
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第1章 現状分析現状分析現状分析現状分析 

第第第第1節節節節    少子化の現状少子化の現状少子化の現状少子化の現状 
    （１．（１．（１．（１．１１１１））））日本の日本の日本の日本の合計特殊出生率と出生数の推移合計特殊出生率と出生数の推移合計特殊出生率と出生数の推移合計特殊出生率と出生数の推移 

 

内閣府の「子ども・子育て白書（旧少子化社会白書）」によると、わが国における出生数

は、1947 年～1949年の第一次ベビーブーム期に年間約 270万人のピークを迎えた後に減少

し、1971 年～1974 年の第二次ベビーブームで再び年間約 200万人に達したがその後は現在

まで減少を続けている。2005 年には過去最低の出生数となり、その後は僅かな増減を繰り

返しているものの依然として出生数は伸び悩んでいる。 

次に合計特殊出生率を見ると、第一次ベビーブーム期には 4.32 と非常に高い水準であっ

たが、1950 年以降に急激に低下していった。その後はほぼ 2.1ほどであったが 1989年には

1.57 ショックといわれる最低の合計特殊出生率を記録した。それ以降の日本の出生率は人

口置換水準である 2.1 を大幅に下回る低水準で推移しており、2010 年現在では 1.37 となっ

ている。前述の人口置換水準とは静止粗再生産率とも言われ、人口を維持するために必要な

合計特殊出生率のことである。つまり、この水準に満たない日本は人口減少社会になること

を表している。 

 

図 1 出生数及び合計特殊出生率の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：内閣府 22 年度少子化社会白書） 
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    （（（（１．２１．２１．２１．２））））日本日本日本日本の少子化のの少子化のの少子化のの少子化の背景背景背景背景 

 
我が国における少子化はなぜ進行しているのか、その原因や背景について考察する。 

まず一つ目にあげられるのが未婚化・晩婚化の進行である。2005年の総務省「国勢調査」

によると、25～39歳の未婚率は男女ともに引き続き上昇しており、男性では、25～29歳で

71.4％、30～34 歳で 47.1％、35～39歳で 30.0％、女性では、25～29歳で 59.0％、30～34

歳で 32.0％、35～39歳で 18.4％となっている。我が国では、子どもは結婚により生まれて

くる場合が大半であるので、未婚化が少子化につながっている。また、1970 年代から 2005

年までの間に晩婚化も進んでいる。初婚年齢が上昇すると完結出生児数も減少しがちになる

ため、晩婚化は少子化につながると考えられる。 

 二つ目に上げられるのは、夫婦から生まれる子ども数の減少である。国立社会保障・人口

問題研究所の「第 13 回出生動向基本調査（夫婦調査）」によると、夫婦（結婚持続期間 15

～19年）の完結出生児数は、第 1回調査（1940 年）の 4.27人から減少し続け、第 13回調

査（2005年）では 2.09 人であることが明らかになった。 

  

 

（１．３）各国における少子化の現状と対策（１．３）各国における少子化の現状と対策（１．３）各国における少子化の現状と対策（１．３）各国における少子化の現状と対策 
 

主な国（アメリカ、フランス、スウェーデン、イギリス、イタリア、ドイツ）の合計特

殊出生率の推移をみると、1960 年代までは、すべての国で 2.0 以上の水準であった。その

後、1970 年から 1980 年頃にかけて、全体として低下傾向となったが、その背景には、子ど

もの養育コストの増大、結婚・出産に対する価値観の変化、避妊などの普及等があったと指

摘されている。1990 年頃からは、出生率の動きは国によって異なる動きをみせ、ここ数年

では回復する国もみられるようになってきている。 

特に、フランスやスウェーデンでは、出生率が 1.6台まで低下した後、回復傾向となり、

直近ではフランスが 2.00（2008年）、スウェーデンが 1.91（2008年）となっている。これ

らの国の家族政策の特徴をみると、フランスでは、かつては家族手当等の経済的支援が中心

であったが、1990 年代以降、保育サービスの充実へシフトし、その後さらに出産・子育て

と就労に関して幅広い選択ができるような環境整備、すなわち「両立支援」を強める方向で

政策が進められている。スウェーデンでは、比較的早い時期から、経済的支援とあわせ、保

育サービスや育児休業制度といった「両立支援」の施策が進められてきた。また、ドイツで

は、依然として経済的支援が中心となっているが、近年、両立支援へと転換を図り、育児休

業制度や保育サービスの充実等を進めている。 
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図 2 主な国の合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(参考：OECD Family Database) 
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第第第第2節節節節    仕事と育児仕事と育児仕事と育児仕事と育児のののの両立両立両立両立 
 

（２．１）年齢階級別女性労働力率の推移（２．１）年齢階級別女性労働力率の推移（２．１）年齢階級別女性労働力率の推移（２．１）年齢階級別女性労働力率の推移 

 
我が国の女性の労働力率の現状を年齢階級別にみると，30 歳代を底としたいわゆる M字

カーブを描いている。我が国において M字カーブが見られることの背景には，依然として結

婚，出産，子育て期に就業を中断する女性が多いことが挙げられる。 

女性の配偶関係別・年齢階級別労働力率を見ると 1999年と 2009年とでは、25～35歳の

有配偶者の労働力率は大幅に上昇している。しかしながら未婚者との労働力率の差は大き

く、有配偶者女性のグラフは M字カーブを描いていることが分かる。 

「第 13回出生動向基本調査（夫婦調査）」によると、30～34 歳の女性は「夫の家事・育児

への協力が得られない」という意見を持っており、夫が積極的に家事・育児参加をするよう

になると、妻が就業中断をしなければ出産・育児ができないという現状から脱却できるので

はないだろうか。 

 

図 3 女性の配偶関係、年齢階級別労働力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：総務省統計局「労働力調査」平成 20年） 
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（２．２）男女の（２．２）男女の（２．２）男女の（２．２）男女の両立意識両立意識両立意識両立意識と生活時間配分と生活時間配分と生活時間配分と生活時間配分 

 
 2008年の厚生労働省の発表によると、育児休業制度を「利用したいと思う」割合は、男

性が 31.8％、女性が 68.9％、育児のための短時間勤務制度を利用したい割合は男性が 

34.6％、女性が 62.3％となっている。このように、男性がこれらの制度を利用し、家事や

育児に関わりたいという意識はあるものの、図 4 から読み取れるように日本の男女の生活時

間配分を比較すると、男性が女性の倍以上仕事に時間を費やしているのに対し、家事や育児

の時間はほぼ 4 分の 1程度にしか満たないのが現状である。 

 

図 4 男女の生活時間配分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所：総務省 統計局 「社会生活基本調査の結果から」） 

 

 
 

 

 

（出所：総務省 統計局 「社会生活基本調査の結果から」） 

 

 

 

 

 

また、各国の男女合わせた家事育児時間合計において男性がどれほど家事・育児をす

るかに応じて合計特殊出生率にも影響を及ぼしていることが以下の図 5より読み取れ

る。出生率の低いドイツは例外にせよ、男性の家事・育児時間の短い日本、韓国では合

計特殊出生率は低く、男性の家事・育児時間の長い北欧、オーストラリア、アメリカな

どでは合計特殊出生率は高くなっている。 

日本では、2009年厚生労働省の「第 7回 21 世紀成年者縦断調査」から子どもがいる

夫婦において、夫が休日にどれだけ家事・育児をするかがその先 6 年間の第二子以降の

出生にどのような影響を与えるかを集計している。図 6 を見てわかる通り、夫が家事・

育児時間を持たない家庭では出生が少なく、夫の家事・育児時間が長いほど、第二子以

降の出生割合が高くなっている。 
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図 5 男女計の家事・育児時間に占める男性の割合と合計特殊出生率の関係 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合計特殊出生率は 2008 年度のものを使用） 

 

 

図 6 子どもがいる夫婦の夫の休日の家事・育児時間別にみた 

この 6 年間の第二子以降の出生の状況（日本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：2010 年 7月号 厚生労働） 
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（２．３）（２．３）（２．３）（２．３）日本の日本の日本の日本の両立支援策両立支援策両立支援策両立支援策 

 

 1.57ショック以降、日本は保育サービスに力を入れてきた（エンゼルプラン）。 

 今日の日本では、正社員とパートタイム労働者という働き方の二極化、長時間労働や共働

き世帯の増加、仕事か育児の二者択一を迫られる女性、人口が減少していく中で多様な人材

の就業が不可欠であるなど、さまざまな理由により両立支援策が必要とされている。そのよ

うな背景の中、2003 年の次世代育成支援対策推進法に続いて、2007 年には仕事と家庭の調

和憲章が出され、仕事と家庭の調和、ワーク・ライフ・バランスの施策が本格的に講じられ

るようになった。 

今日の日本で行われている両立支援策は次の 3 種類に分けられる。 

①育児休業、短時間勤務 

・育児休業 

第 3節にて後述する。 

・短時間正社員制度 

2008年 12月に策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、多様な

働き方の一つとして挙げられ、国は短時間正社員制度を 2012 年には 10％、2018年には 25％

とすることを目標としている。 

しかし、政府としての動きは情報提供を行う支援サイト「短時間正社員制度導入支援ナビ」

を開設したにとどまっている。 

 

②現金給付 

・児童手当 

児童手当の目的は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活

の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する

ことである。児童手当は、12歳到達後の最初の 3月 31 日までの間にある児童（小学校修了

前の児童）を養育している人に支給される。 

一月の支給額は 3 歳を境に異なり、3 歳未満が一律 1万円である。3歳以上では、第 1 子・

第 2 子が 5千円、第 3 子以降には 1万円の支給がある。また、所得制限限度額は、前年（1

月から 5 月までの月分については前々年）の所得額で判定される。 

 しかしながら、現在では下記の子ども手当の創設に伴い、廃止されている。 

・子ども手当 

2009年に子ども一人当たり年間 31.2万円(月額 2.6万円)の給付案が可決され、2010 年より

中学校修了までの子ども一人につき、月額 1.3万円を父母等に支給されることとなった。子

ども手当てには所得制限は設けられていない。 

 

③現物給付 

・保育所 

 2010 年 4月時点での保育所定員は 215 万 8千人であり、施設数は 2万 3千 68か所で、前

年に比べ 143 か所（0.6%）の増加している。保育所を利用する児童の割合は 3 歳未満児で

22.8％、(前年比 1.1％増)、3歳以上では 41.7％（前年比 0.8％増）である。一方、待機児

童数は 26,275 人で 3 年連続で増加している。待機児童のいる市区町村は、前年より 20 減少

して 357市区町村である。都市部の待機児童として、首都圏（埼玉・千葉・東京・神奈川）、

近畿圏(京都・大阪・兵庫）の７都府県（政令指定都市・中核市含む）及びその他の政令指

定都市・中核市の合計は 22,107人で、全待機児童の 84.1%を占める。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 14

第第第第3節節節節        現行の育児休業制度現行の育児休業制度現行の育児休業制度現行の育児休業制度 
 

（３．（３．（３．（３．１１１１）育児休業制度とは）育児休業制度とは）育児休業制度とは）育児休業制度とは 

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進める

ため、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備する目的のもと

に制定されたのが育児休業制度である。 

前節（2.2）にて前述のとおり、現在の育児休業制度を「利用したいと思う」割合は、男

性が31.8％、女性が68.9％と非常に高い割合ではあるが、育児のための短時間勤務制度を利

用したい割合は男性が 34.6％、女性が62.3％となっており、育児休業のような全日休業で

はなく、短時間勤務や所定外労働の免除のニーズも高いことがわかる。 
そこで、2010年度の育児休業法改正により、3歳までの子を養育する労働者について、短

時間勤務制度（1日6時間）を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったと

きの所定外労働の免除を制度化した。従来通り全日休日を取得した場合には、1才（一定要

件を満たした場合は1才6カ月）未満の子を養育するための育児休業期間中に休業前賃金の

50%相当額が支給される（「育児休業基本給付金」）。これは2010年3月31日までに育児休業

を開始した人を対象とした時限措置であったが、同年4月以降も暫定的に延長されている。 

（育児休業中は、子どもが3才になるまで、申請すれば厚生年金の保険料は免除になる。） 

また、勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている現在では、女性だけでなく男性も家

事・育児に積極的に関わることができる環境が求められているにもかかわらず、男性の家

事・育児へ費やす時間は先進国中の最低水準にある。それが原因で女性に家事や育児の負荷

がかかり、継続就業を困難にしている。制度改正により、父母がともに育児休業を取得する

場合、育児休業取得可能期間が、子が1歳から1歳2カ月に達するまでに延長(パパ･ママ育休

プラス)され、妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特例として育児

休業の再度の取得が認められるようになった。そのほか、父親が出産後8週間以内に育児休

業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とすることや、配偶者が専業主婦（夫）であ

れば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止することとなった。そしてこれらに

あわせ、育児休業給付についても所要の改正が行われた。 

 

（３．（３．（３．（３．２２２２）男女の育児休業取得率）男女の育児休業取得率）男女の育児休業取得率）男女の育児休業取得率 

 

厚生労働省のまとめた「平成 21 年度雇用均等基本調査」によると 2009年度の育児休業取

得率は女性が 85.6％、男性が 1.72％である。前年に比べて女性はやや低下したが男性は上

昇し、過去最高となった。しかしながら男性の育児休業取得率は依然として低水準のままで

ある。男性が育休を取得しにくい理由としては、「職場に迷惑がかかる」、「家計への影響

（給与が減る）」、「復帰後の仕事や職場への対応」などがあげられている。 
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図７ 育児休業取得率の推移 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：厚生労働省「平成 21 年度雇用均等基本調査」） 

 

 

図 8 休業・休暇を取得しなかった理由（男性） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「両立支援に係る諸問題に関する総合的調査研究」（平

成２０年） を元に筆者が作成 
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女性の育児休業取得率は比較的高い水準にあるが、2005 年の国立社会保障・人口問題研

究所「第 13回出生動向基本調査」によって第１子の出産前後に妻がどのような就業状態で

あったかを調べたところ、育児休業制度を利用して就業を継続した妻は増加しているもの

の、就業継続者そのものは 1980 年代後半以降、25%前後で大きく変化はしていない。そのた

め、女性の育児休業制度の取得率は約 85%ではあるが、それは就業継続者内での割合である。

実際には女性全体の約 85%が育児休業を取得せずに退職している。出産により退職する人は

約 40%おり、出産前に働いていた人の中で育児休業制度を利用して就業継続した人は約 20%

にとどまる。 

育児休業制度を利用し就業継続すれば、育児休業給付金が支給され、家計収入が増える。

女性が育児のため、出産退職することは家計収入が減少することを意味する。それは子供が

誕生すると出費がこれまで以上に増える家計にとっては大きな収入減となり痛手である。ま

た、子どもが誕生して 3年くらいは育児がとても大変な時期であり、女性が働きに出るのも

難しい状況にあると言える。子どもの低年齢児における社会保障も考えていく必要がある。 

 

図 9 子どもの出生年別、第 1子出産前後の就業経歴の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「第 13回出生動向基本調査」／2005年）１１１１ 

                                                      

１１１１出産前後の就業経歴： 

就業継続（育休利用） ―第 1子妊娠前就業～育児休業取得～第 1子 1 歳児就業  

就業継続（育休なし） ―第 1子妊娠前就業～育児休業取得なし～第 1子 1 歳児就業 

出産退職       ―第 1子妊娠前就業～第 1 子 1歳児無職 

妊娠前から無職    ―第 1子妊娠前無職～第 1 子 1歳児無職 
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第第第第 4 節節節節    問題意識問題意識問題意識問題意識 

 

日本の合計特殊出生率が過去最低を記録し、依然として人口置換水準である 2.1 を大幅に

下回っている要因のひとつとして、就業と育児の両立の困難さが考えられる。 

仕事と家庭を両立させたいと希望する男性は 58.4%であるのに、実際に両立できているの

は 22.1%であることが、平成 20 年厚生労働省委託調査「両立支援に係る諸問題に関する総

合的調査研究アンケート調査」から明らかになった。男性の家事・育児参加が第二子の出生

に関係しており、男性が希望する仕事と家庭の両立ができれば出生率に正の影響を与えるこ

とができるのではないかと考える。 

しかしながら現在の育児休業制度は男性にとって取得しにくいのが現状であり、男女の希

望するライフスタイルや出生率の向上のためには、まず男性の育児休業取得率を高めること

が必要ではないかと考える。 

そこで本稿では、男性の育児参加を通じて少子化を改善していく筋道を考察・検証し、政

策提言を行う。  

 
 

 

 

第５節第５節第５節第５節    先行研究先行研究先行研究先行研究 
 

（５．１）先行研究の紹介（５．１）先行研究の紹介（５．１）先行研究の紹介（５．１）先行研究の紹介 

 

大石亜希子・守泉理恵（近刊）「少子社会における働き方：現状と課題」 

樋口美雄・府川哲夫編『ワーク・ライフ・バランスと家族形成』東京大学出版会. 

 

大石・守泉は日本において男性の家事・育児時間の短さを指摘し、その要因として、OECD

諸国との比較から長時間働く男性労働者の割合が突出して高いことを挙げている。男性労働

者の中でも、「「就業構造基本調査」（総務省）から、週 60 時間以上働く男性正規労働者の

割合は、年齢別では、子育て世代に該当する 30 歳代が最も高い。」ことを指摘している。 

また、女性の労働コストの相対的上昇を防ぐためにも男女間での育児休業取得率の差の縮

小が必要であり、男性の育児休業取得を促進することも重要である。 

産前産後休業と育児休業は、休業期間の長さ・所得保障のレベルが重要である。OECD の

Family Database でも用いられている「休業期間×所得代替率＝フルタイム換算有給休業期

間」を制度充実度の指標に用いて各国を比較した結果、日本では産前 6 週、産後 8 週の休

業・60％の所得保障が得られることから、アングロサクソン系の国々よりは高い水準である

ものの、欧州大陸諸国と比較すると低いことがわかった。 

先進諸国に倣い日本において労働者のニーズに合った部分就労へとしようとする場合に

は、2010 年の改正育児・介護休業法で施策された短縮勤務措置の義務化・時間外労働の免

除の活用を進めていく必要があるとすると指摘している。 
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松田 茂樹(2006)『男性の育児休業取得はなぜ進まないか 

―求められる日本男性のニーズに合った制度への変更―』 

 

政府は、少子化対策のために男性の育児休業制度の取得を推進しており、「子ども・子育

て応援プラン」により、10 年後までに男性の育休取得率 10％することを目標として掲げて

いる。2005年時点での実際の育休取得率はわずか 0.50％と低いが、育休取得意欲は高いと

いわれる。 

松田は男性の育休取得促進が進まない最大の理由は、現行制度が日本の男性およびその家

庭のニーズに合っていないことにあるという。日本男性の育休に対するニーズの多くは、育

児をする妻を支えるための短期取得にあるが、現行制度はそのニーズに応えられていない。 

具体的に求められる変更点として、配偶者が専業主婦・育休中の場合の育休取得、短期取

得時に分割取得・育休前の取得申し出時期の直前化、賃金保障方法の変更を挙げている。 

これにより、有給休暇並みに、機動的に育休を取得することが可能になる。また、「育休

を１年間取得した場合に保障される賃金の総額は現行制度と同じにしたまま、保障さ賃金の

割合を休業期間が短いほど高く、長くなるほど低くする。」ことにより、収入を大幅に減ら

すことなく育休をとることができる。単純に保障される賃金の割合を上げる方法よりも、雇

用保険の財源への影響は小さい。 

男性もいまの女性と同じようなかたちで育休を取得した方がよいという考え方もあるが、

立派な制度も使われなければ無意味であるため、男性が利用しやすいよう制度変更すること

が必要とされる。 

 

 

松田茂樹(2006)『近年における父親の家事・育児参加の水準と規定要因の変化』 

 

松田は、1999年と 2004 年に実施された全国家族調査（NFRJ98、NFRJ03）の個票データを

分析し、近年における未就学児の父親の家事・育児参加の変化とその背景要因を示した。こ

の個票データのうち 6 歳以下の子どもがいる有配偶（配偶者同居）の男性で、かつ 60 歳未

満の正社員を分析対象としている。子夫婦と同居している者は対象から除外し、１日の労働

時間が 17時間以上と極端に長い者も対象から除外した。サンプル数は、NFRJ98が 298 人、

NFRJ03 が 247人である。 

まず、NFRJ98と NFRJ03 における父親の家事・育児参加の程度の比較を行い、次に、両調

査における家事・育児参加の規定要因を分析、比較している。夫婦の家事・育児分担の規定

要因に関する主な仮説として、家事・育児の量、時間的余裕、相対的資源、ジェンダー・イ

デオロギーが提示されている規定要因 4 つの仮説および規定要因の変化についての４つの

仮説の検証を行う。分析に使用した変数は父親の家事参加度、父親の育児参加度、家事・育

児の量、時間的余裕、相対的資源、統制変数である。 

近年、男性の家事・育児参加が増加傾向にあることが既存調査で指摘されている（内閣府

2003; 第一生命経済研究所 2003）。両調査における家事・育児参加の規定要因を比較し、こ

の間に父親の家事・育児参加の水準の変化をもたらした社会的背景を論じる。 

今日父親の家事・育児参加を増やすことが、日本の政策課題の一つである。 

分析の結果、「家事参加の水準の増加はわずかであり、育児については「世話」に限れば

むしろ近年低下傾向にある可能性があり、実質的には近年父親の家事・育児参加の水準が変

わっていないことを示唆する。」となった。 

近年変容しつつある家事参加の規定要因についてみると、４つの仮説の分析からは、NFRJ

では、家事・育児の量（末子年齢、祖母同居）、時間的余裕（父親労働時間、母親労働時間）、

相対的資源（母親収入割合）の仮説が支持され、ジェンダー・イデオロギー仮説は支持され

なかった。NFRJ03 では、時間的余裕（母親労働時間）と相対的資源（母親収入割合）が支
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持され、それ以外の仮説は支持されなかった。両データで、家事参加の規定要因は大きく変

わっている。 

家事・育児参加の規定要因として、母親の労働時間と収入割合の効果が増加するという現

象がみられた。母親が長時間労働・高収入の場合、父親の家事・育児参加が増える。一方、

母親が専業主婦・短時間労働及び定収入の場合にはより性別役割分業を行うように変化し

た。 

母親の労働時間、収入割合、父親の家事・育児参加の関係が変化した背景には、就労環境

の変化があることが示唆される。父親の雇用不安に直面した場合に、家庭生活を守ろうとす

る。その際、性別役割分業か共働するかは、各家庭が自らの置かれた状況をふまえた上で採

用する。父親の労働時間が延びる中で共働戦略をとるには、父親の家事・育児の時間帯が平

日の深夜もしくは休日に限定されるため、真に母親の就労支援になる程度までは行えない。

また、性別役割分業戦略についてみても、父親の労働時間を過度に長くすれば、父子の関わ

りを疎遠にし、父親自身の心身の健康を蝕む要因になる。松田は、家族がいずれの戦略をと

るにせよ、長時間労働については見直しが必要とする。 

 

 

 

 

 

（（（（５．５．５．５．２）本稿の位置づけ２）本稿の位置づけ２）本稿の位置づけ２）本稿の位置づけ 

 

夫婦の生活時間の配分（男女間での家事・育児時間の配分）と少子化との因果関係に注目

し、それを OECD Family Database 国際比較データで検証することにより日本人男性の家

事・育児時間や育児休業取得率が国際的にどのような水準であるのかを捉えることを目的と

した。加えて、OECD 加盟諸国で実施されている施策を参考に、日本における現行の育児休

業制度の改正を追求する点で先行研究とは異なる。 

また、前述の先行研究は改正前の育児休業制度について書かれたものであり、本稿は改正

育児休業制度施行後の考察である点も違いである。 
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第2章 分析分析分析分析 

第第第第1節節節節    各国の両立支援制度各国の両立支援制度各国の両立支援制度各国の両立支援制度 
 
（１．１）イギリスの両立支援制度（１．１）イギリスの両立支援制度（１．１）イギリスの両立支援制度（１．１）イギリスの両立支援制度    

 

 イギリスではブレア政権下において、2000 年にワーク・ライフ・バランス・キャンペー

ンが実施され、2002 年には出産時に父親等も休暇が取得できることが定められた法律が整

備されるなど、近年男性の育児参加推進の動きが出ている。 

 イギリスでは、仕事と家庭の両立支援制度として出産休暇（Maternity Leave）、育児休暇

（Parental Leave）、柔軟労働申請権（right to request a contract variation）などがあ

る。育児休暇については、2007 年イギリス企業規制改革省（Department for Business 

Enterprises & Regulatory Reform: BERR）実施の「第 3回ワーク・ライフ・バランス企業

調査」において、調査対象であった企業のうち 14%の企業で過去 1 年間に育児休暇を取得し

た従業員がいると回答があった。 

出産休暇に関しては、対象者が母親以外にも、生まれてくる子どもの父親、母親の配偶者

またはパートナー（女性を含む）が対象であり、出産から 56 日以内に 2週間までの休暇取

得が認められている。上述の「第 3 回ワーク・ライフ・バランス企業調査」では、過去 1

年間にこの休暇の取得があった企業は 29%となっている。 

 

 

 

（１．２）フランスの両立支援制度（１．２）フランスの両立支援制度（１．２）フランスの両立支援制度（１．２）フランスの両立支援制度    

 

 フランスは古くから家族政策が充実していた国であり、2008年の合計特殊出生率は 2.00

であった。これは EUの中でも高い水準である。フランスの子育て支援政策は、経済的な保

障や出産・育児休業に関するさまざまな法律、そして多様な保育サービスなど多岐にわたっ

ている。 

 フランスの両立支援制度には、育児親休業、出産休業、病児看護休暇、2002 年にスター

トした父親休暇などがある。また、家族手当補償金庫から給付される家族給付も、就業自由

選択補足手当や保育方法自由選択手当、家族援助手当や家族補足手当など、その内容は充実

している。 

 さらに、出産時に女性が取得した休業や休暇のタイプは「出産休業のみ」が 12％、「出産

休業と病気休業のみ」が 32%、「出産休業・病気休業・年次有給休暇」が 21%、「出産休業・

病気休業・特別休暇」が 19%となっており、出産期において個人のライフスタイルに合った

休業の仕方が選択可能であることがわかる。 

 父親休暇に関しては、休暇中は所得保障がなされ、2003 年に父親休暇が取得可能であっ

た父親のうち 3 分の 2 が休暇を取得したと言われている。 
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（１．３）ドイツの両立支援制度（１．３）ドイツの両立支援制度（１．３）ドイツの両立支援制度（１．３）ドイツの両立支援制度    

 

 ドイツの合計特殊出生率は 1970 年代あたりから急激に落ち込み、近年では 1.3前後にと

どまっている。そのような中でドイツでは出生率回復のためにさまざまな取り組みがなされ

るようになった。 

 ドイツの両立支援制度には、親手当・親時間制度、育児のための短時間勤務制度、母親休

暇、看護休暇などがある。親手当は 2007 年に施行され、育児期間中の機会費用を下げるこ

とによる父親の育児参加と母親の早期職場復帰を促す狙いがあった。 

 しかし連邦家庭高齢者女性青少年省の調査によると、親時間取得請求権をもつ者が少なく

とも 1人以上いる世帯での親時間の取得の仕方は、「母親が親時間を取得して休業する」が

60.1%、「母親が親時間を取得しながらパートタイム労働又は独立的就業をする（短時間勤

務）」が 32.2%で、母親だけが親時間を取得する形が約 9割を占めている。 

 また、親手当には「パートナー月」という規定が設けられており、これは父親が 2カ月間

の休業または短時間勤務を行うことを想定して定められたものである。 

 

 

（１．４）オランダの両立支援制度（１．４）オランダの両立支援制度（１．４）オランダの両立支援制度（１．４）オランダの両立支援制度    

 

 オランダはパートタイム労働とワークシェアリングが国民に普及している国といえる。そ

のためか、保育所の不足や育児休暇期間中の給付がないなど、両立支援制度の整備はいまだ

不十分である。 

オランダの両立支援制度には、育児休暇、短時間勤務、出産休業、看護休暇、父親休暇な

どがあり、母親の出産時に父親の 90%が休暇を取得、そのうちの半数は法廷の父親休暇を取

得している。ただし、CBS(2005)によると、育児休業を取得する資格をもつ人のうち育児休

業を取得したのは 27%であった。さらに Van Luijn and Keuzenkamp(2004)によると、取得し

なかった理由として最も多かったのは「十分に子どもの面倒をみることができている」であ

った。このことから、仕事と家庭を両立できる働き方の制度的整備が十分になされているこ

とがうかがえる。 

また、男性の育児参加に関しては、2007 年に父親休暇を 2 日間から 2週間の有給休暇と

する法案が国会に提出されている。 

 

 

（１．５）スウェーデンの両立支援制度（１．５）スウェーデンの両立支援制度（１．５）スウェーデンの両立支援制度（１．５）スウェーデンの両立支援制度    

  

高福祉国家であるスウェーデンは、出生率を 2.0前後で保っており、その両立支援制度や

保育施設、児童福祉などの整備が進んでいる。 

 スウェーデンの両立支援制度には、完全両親休暇、部分両親休暇、母親休暇、看護休暇な

どがある。育児休業中の所得は出産する前の所得の 80%が保障される。2005年の内閣府の委

託調査によれば、育児休業を取得した割合は男性が 78.2%、女性が 87.0%と男女ともに育児

休業取得率は高いといえる。一方で勤務時間短縮制度に関しては、利用経験がある男性は

7.4%、女性は 40.2%と男女の差がはっきりしている。また同調査では、育児休業中の代替要

員の確保には 74.4%の企業が「臨時契約社員を雇う」と回答している。 

 男性の育児参加に関する制度としては、父親と母親はそれぞれ 240 日ずつ両親手当の受給

権を持っており、そのうち 180 日分は他方に権利を譲渡することができるが、60 日分は譲

渡できないという、いわゆるパパ・ママ・クオータ制度がある。 
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（１．６）ノルウェーの両立支援制度（１．６）ノルウェーの両立支援制度（１．６）ノルウェーの両立支援制度（１．６）ノルウェーの両立支援制度    

 

 ノルウェーは 1980 年代に合計特殊出生率が落ち込んだが、その後回復し、近年では 1.8

前後を保っている。その背景には仕事と家庭の両立支援がある。 

 ノルウェーの両立支援制度として、育児休暇、出産休暇、看護休暇、父親割当制度などが

挙げられる。父親割当制度とは、上述のパパ・クォータ制度と同じ意味である。ノルウェー

ではこの制度が導入される前は父親の育児休暇取得率はわずか 4%であったが、導入後は 7

割を超えた。また、導入当初は 4週間だった割当期間は 2005年からは 6週間となっている。 

 

 

 

（１．７）アメリカの両立支援制度（１．７）アメリカの両立支援制度（１．７）アメリカの両立支援制度（１．７）アメリカの両立支援制度    

 

 アメリカでは長い間仕事と家庭の両立支援制度は整備されてこなかったが、1993 年に「家

族及び医療休業法」が成立し、以来この法律がアメリカにおける両立支援の柱となっている。

しかし、適用対象企業が限定されていたり、休業中の所得保障がなされなかったりと、必ず

しも利用しやすい制度とは言えない。また、国として男性の育児参加に関する制度も特に設

けておらず、制度の設置は各州の判断に委ねている。 

 

 

 

（１．８）考察（１．８）考察（１．８）考察（１．８）考察    

 

 これまで 7 カ国の両立支援制度を見てきた。この中で私たちが注目したのはスウェーデン

である。その理由は 2 つある。 

1 つ目は、育児休業中の所得保障の水準の高さである。スウェーデンでは育児休業を取得

すると両親給付は原則として休業前の 80%が保障される。保障は多ければ多いほど育児の機

会費用が下がるため、人々は育児をしやすくなる。 

2 つ目は、フレキシブルな育児休業制度の存在である。日本の男性は、職場に迷惑がかか

るという理由から育児休業を取得しないことが多い。しかし、育児休業が全日休日以外にも

選択肢があるスウェーデンでは仕事の引き継ぎが容易あるいは必要ないため、そのような心

配は少なくなる。 

そして 3 つ目は、第 1 章第 2節（2.2）で明らかになった、日本男性の育児時間の短さや、

合計特殊出生率の高い国の男性の育児時間が比較的長い傾向にあることである。このことか

ら私たちは、日本の合計特殊出生率の回復のためには男性の育児参加が必要であると考え

る。そして、男性が育児に参加するきっかけとして育児休業制度を利用するためには、男性

にとって育児休業が取得しやすいものである必要がある。 

スウェーデンのように育児休業中の保障が手厚くフレキシブルな育児休業をとれる制度

は家計収入や職場への気兼ねなど、日本の男性が育児休業を取得しづらい理由として挙げた

ものを解決できる策と考えられる。 

 

以上の理由から、私たちはスウェーデンの両立支援制度を参考にすることにする。 
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第第第第2節節節節    可処分可処分可処分可処分所得の試算所得の試算所得の試算所得の試算 
 

（２．１）（２．１）（２．１）（２．１）可処分所得の可処分所得の可処分所得の可処分所得の試算方法試算方法試算方法試算方法 

 
前述している通り、現行の育児休業制度の主な問題点として挙げられているのが、①全日

休日のみの育児休業の取得の方法、②育児休業取得による家計への影響の 2点である。 

そこで、これら２点の問題点を改善するような育児休業制度の在り方を考えていく。 

まず１点目を改善するものとして、フレキシブルな育児休業制度が必要であると考える。 

これはスウェーデンのパパ・ママ・クオータ制を参考にしたものである。 

フレキシブルな育児休業制度の特徴は、多様性があるということである。具体的な内容を

述べると、子どもが生まれることで夫婦はそれぞれ一定の日数の育児休業取得日数を持つこ

とになる。それを取得側が全日休日、半日休日、6時間勤務の 3 通りから選択でき、仕事を

行いつつ育児休業を取得できる制度である。 

これまでの全日休業のみのこれまで育児休業制度は、取得を申し出た期間は毎日が休日に

なるため長期にわたって育児休業を取得したいとしても、家計の収入の面や仕事の引き継ぎ

の関係、職場への迷惑をかけてしまうという点から男性にとって非常に取りづらい制度内容

であった。 

3 通りの選択制ということは先ほど述べたが、それに伴う育児休業給付金や取得日数に関

しても変更点がある。まず現行の制度としては全日休日で育児休業給付金は月額賃金の 50%

である。これを全日休日、半日休日、6 時間勤務の 3 通りにすることで全日休日の場合はこ

れまでの制度と同じように給付金は 50%で休業日数は 1日とみなす。これに対し、半日休日

の場合だと休業取得日数は前日休日の半分であるため 0.5日とみなし、同じように給付金に

関しても全日休日の半分の 25%にする。同様に 6 時間勤務に関しても 0.25休日とみなし、

給付金は 12.5％とする。その取得日数を 3 年間で夫婦が消化しようというものである。 

 

より詳しい制度内容に関しては後述するが、制度の概要に関してはこの通りである。 

また前述した問題点の 2つ目である育児休業取得により、家計収入が少なくなってしまう

点に関して考えてみる。 

ひとつの方法は、子ども手当の低年齢集中化である。現行の制度では中学校修了までの子

供それぞれに月額 1.3万円の支給となっている。それを 2歳までの子供に集中化するのであ

る。このように子ども手当の集中化をはかる理由としては、現在の日本の育児では子どもが

低年齢のときの収入が低くなってしまうという問題点があげられる。現在、日本の女性の約

7 割が第 1子の出産を機に仕事を辞めている。そのため育児休業を取得する女性というのは

残りの 3 割でしかない。女性が退職することによって、家計の収入は減少する。子どもが低

年齢の場合だと育児に多くの時間を使う必要があり、女性が働きに行くことも難しい。その

時期に手厚い保障を行うというものである。具体的には現行の子ども手当が 15歳まで月額

1.3万円のため、それを 0～2 歳に短期化することにより単純に月額の給付を 5倍にするこ

とが可能であると考える。 

そこで 0〜2 歳に月額 6.5 万円の給付を行う。 

 

 

以上のフレキシブルな育児休業と子どもの手当の低年齢集中化の 2点をふまえて、家計の

可処分所得がどう変わるのかを試算してみる。 
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○試算方法 

 

モデルケースとして 3 つの世帯を想定する 

①年収 450 万円(月額賃金 30 万円＋賞与 90 万円）の男性（30 歳）と妻(非就業者)と子(0

歳) 

②年収 450万円（月額 30万円＋賞与 90万円）の男性と年収 375 万円(月額 25 万円＋賞与

75 万円)の女性とその子（0 歳） 

③年収 450万円(月額 30万円＋賞与90万円)の男性と年収 100万円(パートタイム労働)の女

性とその子(0 歳) 

 

育児休業給付金に関しては現行制度の場合、月額賃金の 50％である。 

 

フレキシブルな育児休業制度(新制度)の場合、 

 

育児休業給付金 

全日休日・・・・50% 

半日休日・・・・25% 

6 時間勤務・・・12.50% 

 

 

税金は所得税のみを考えることにする。 

 

可処分所得の計算は年収から社会保険料と所得税金を引き、それに育児休業給付金と子ども

手当を足したものとする。 

（可処分所得＝年収＋育児休業給付金＋子ども手当−社会保険料−所得税） 

 

社会保険料は年収の 10％として計算する。 

 

2010 年度の税制改正により、2011 年度から扶養控除が廃止される。その改正を受け、以下

では扶養控除を廃止して所得税を計算した「平成 22 年度税制改正による変更」というシミ

ュレーションも行っている。 

 

現在(2010 年 11月 10 日)、厚生労働省が子ども手当の金額の改正に関して、2011 年度から

3 歳未満の子には月額 2万円を支給すること方針を固めている。これは 2010 年度の税制改

正により、扶養控除が廃止されることで家計の負担が増すことを受けて、3歳未満に限り月

額 2万円を支給する方針である。3歳未満の金額を上乗せするのは、政権交代前から支給さ

れていた児童手当よりも３千円しか増えない一方で、来年以降の所得税と住民税の扶養控除

の廃止により、2013 年度には 3 歳未満の世帯が 1千～６千円の負担増となることが背景に

ある。 

 

 

（２．２（２．２（２．２（２．２）モデル化によるシミュレーション）モデル化によるシミュレーション）モデル化によるシミュレーション）モデル化によるシミュレーション    

 

モデル① 

年収 450万円(月額賃金 30万円＋賞与 90万円）の男性（30歳）と妻(非就業者)と子(0 歳) 

但し、社会保険料額は年収の 10％と定義する 

※可処分所得＝年収－社会保険料－所得税 
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○育児休業を取得しない場合 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

4500000 1440000 450000 380000 380000 380000 1470000 73500 

※可処分所得 3976500円 

 

 

○1 年間の育児休業（現行制度） 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

    0 380000 380000 380000     

 ※育児休業期間中には社会保険料は免除になる（健康保険料、厚生年金） 

※育児休業給付金には課税されない、可処分所得は育児休業給付金のみとなる 

可処分所得 1800000 円（月額賃金の 50％） 

 

 

○平成 22年度税制改正による変更 

・年少扶養親族（扶養親族のうち年齢 16 歳未満の者）に対する扶養控除が廃止されます。 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

4500000 1440000 450000 380000 0 380000 1850000 92500 

 ※可処分所得 3957500円 

 

 

○新制度での育児休業（半日出勤、半日休日） 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

2250000 855000 13500 380000 0 380000 621500 31075 

 ※可処分所得 2205425 円 

 

 

○新制度での育児休業（6 時間勤務、2時間休日） 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

3375000 1192500 20220 380000 0 380000 1402280 70114 

※ 可処分所得 3291050円 
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モデル①のケース 
所得税引き後の

収入 

子ども手

当 

育児休業給

付金 

可処分所

得 

○育児休業とらない 3976500 156000 0 4132500 

○1 年間の育児休業（現行制度） 0 156000 1800000 1956000 

○平成 22年度税制改正による変

更 
3957500 156000 0 4113500 

○子ども手当改正による変更 3957500 240000 0 4197500 

○1 年間の育児休業（子ども手当

が改正） 
0 240000 1800000 2040000 

○新制度（半日出勤、半日休日） 2205425 780000 900000 3885425 

○新制度（6 時間勤務、2時間休日） 3284666 780000 450000 4514666 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル①の計算 

育児休業を取らない場合、夫の年収 450万から給与所得控除や社会保険料控除等と所得税

を差し引きすると、450万－144万－45 万－38 万－38 万－38 万＝147万円となる（課税所

得）。この額に 5%の所得税が課されるため、147 万×0.05＝7.35 万円（所得税)、年収から

社会保険料と所得税を差し引いた 450万－45 万－7.35 万円＝397.5 万円が可処分所得とな

る。そして子ども手当が月額 1.3万円支給されるため、1.3万円×12ヶ月＝15.6万円加わ

り、最終的な可処分所得は 413.25 万円となる。 

次に、現行制度で 1年間の育児休業を取得した場合、労働による収入はなくなるが、子ど

も手当のほか、前月給与の 50％が育児休業給付金として支給される。（賞与は受け取らな

い。）30万×12ヶ月×0.5＝180万円（育児休業給付金）。さらに、子ども手当を加えて 180

万円＋15.6万円＝195.6万円が可処分所得となる。育児休業中には社会保険料は免除され、
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育児休業給付金は課税対象とならないが、1年間の育児休業取得では可処分所得が約半減と

なる。 

また、2010 年度の税制改正による年少扶養控除の廃止を導入すると、450万－144万－45

万－38 万－38 万＝185 万円（課税所得）となり、185 万×0.05＝9.25 万円(所得税)。した

がって 450万－45 万－9.25 万円＝395.75 万円が可処分所得となる。そこへ年間 15.6万円

の子ども手当が加わり、最終的な可処分所得は 395.75 万円となる。税制改正により、約 2

万円の所得減となった。 

そのほか、現在審議中である 0～2 歳の子ども手当支給を月額 2万円に引き上げるという

案を適用すると、子ども手当は年間 24万円の支給となる。よって可処分所得は 419.75 万円

となり子どもの低年齢期の所得は 6.5 万円の増となる。 

新制度では子ども手当の低年齢集中化により 0〜2 歳に月額 6.5 万円の給付を行う。半日

出勤・半日休日をとった場合では、半日は出勤するので単純に所得は半額の 225 万円であり、

上記の計算と同様に所得税や社会保険料が引かれる他、半日休日の育児休業給付金の支給は

全日休日の半額の 9 万円で、可処分所得は 388.5425 万円となる。 

新制度で 6時間勤務・2時間休業を取った場合では所得は年収 337.5 万円に育児休業給付

金が 45 万円、子ども手当が 78 万円支給され、可処分所得は 451.4666万円となる。この新

制度では育児休業を取らない場合と比べ、子ども手当支給の定年齢集中化と育児休業給付金

を合わせて可処分所得が増額になっている。 

 

 

 

 

モデル② 

年収 450万円（月額 30万円＋賞与 90万円）の男性と年収 375 万円(月額 25 万円＋賞与 75

万円)の女性とその子（0歳） 

※育児休業給付金 全日休日 50％支給／半日休日 25％支給／6 時間勤務 12.5％支給  

＜男性＞ 

年収 

給与所

得控除

額 

社会保

険料控

除額 

配偶者

控除 

扶養控

除 

基礎控

除 

課税所

得 
所得税 

所得税

引き後

の収入 

4500000 1440000 450000 0 380000 380000 1850000 92500 3957500 

 

＜女性＞ 

年収 

給与所

得控除

額 

社会保

険料控

除額 

配偶者

控除 

扶養控

除 

基礎控

除 

課税所

得 
所得税 

所得税

引き後

の収入 

3750000 1290000 375000 0 0 380000 1705000 85250 3289750 

 

夫婦 2人の可処分所得 7247250円 
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○平成 22年度税制改正による変更 

年収 

給与所

得控除

額 

社会保

険料控

除額 

配偶者

控除 

扶養控

除 

基礎控

除 

課税所

得 
所得税 

所得税

引き後

の収入 

4500000 1440000 450000 0 0 380000 2230000 111500 3938500 

3750000 1290000 375000 0 0 380000 1705000 85250 3289750 

 

○新制度（半日出勤） 

  年収 

給与所

得控除

額 

社会保

険料控

除額 

配偶者

控除 

扶養控

除 

基礎控

除 

課税所

得 
所得税 

男性 2250000 855000 13500 0 0 380000 1001500 50075 

女性 1875000 742500 11250 0 0 380000 741250 37062.5 

 ※可処分所得：男性 2186425 円 女性 1826687.5 円 

 

○新制度（6 時間勤務） 

  年収 

給与所

得控除

額 

社会保

険料控

除額 

配偶者

控除 

扶養控

除 

基礎控

除 

課税所

得 
所得税 

男性 3375000 1192500 20220 0 0 380000 1782280 89114 

女性 2812500 1023750 16875 0 0 380000 1391875 69593.75 

 ※可処分所得：男性 3265666円 女性：2726031.25 円 

 

モデル②のケース 
所得税引き後

の収入 

子ども

手当 

育児休業

給付金 

可処分所

得 

○育児休業とらない 7247250 156000 0 7403250 

○女性が1年間の育児休業（現行制度） 3957500 156000 1500000 5613500 

○男性が１年間の育児休業（現行制

度） 
3308750 156000 1800000 5264750 

○夫婦 2人とも 1 年間の育児休業(現

行制度) 
0 156000 3300000 3456000 

○平成 22年度税制改正による変更 7228250 156000 0 7384250 

○子ども手当改正による変更 7228250 240000 0 7468250 

○女性が 1年間の育児休業（子ども手

当が改正） 
3938500 240000 150000 4328500 

○男性が１年間の育児休業（子ども手

当が改正） 
3289750 240000 180000 3709750 

○新制度（夫婦ともに半日出勤、半日

休日） 
4013112.5 780000 1650000 6443112.5 

○新制度（夫婦ともに 6時間勤務、2

時間休日） 
5991697.25 780000 825000 7596697.3 
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モデル②の計算 

夫婦ともに育児休業を取得しない場合、モデル①と同様の計算をしていくと夫の年収 450

万から給与所得控除や社会保険料控除等と所得税を差し引きし、450万－144万－45 万－38

万－38 万＝185 万円（課税所得）、この額に 5%の所得税が課されるため、185 万×0.05＝9.25

万円(所得税)となる。したがって、年収から社会保険料と所得税を差し引いた 450 万－45

万－9.25万＝395.75万円が可処分所得となる。同様に女性にも適用し、375万－129万－37.5

万－38 万＝170.5 万円（課税所得）、175.5 万×0.05＝8.525 万円(所得税)、可処分所得は

375 万－8.525 万－37.5 万＝328.975 万円となる。夫婦の可処分所得を足し合わせると

395.75 万＋328 万 9750円＝724万 7250円で、さらに子ども一人につき 1.3万円×12 カ月＝

15.6万円の子ども手当が支給されるため、最終的な可処分所得は 740.325 万円となる。 

次に、女性もしくは男性が一年間の育児休業をとる場合を比較してみる。まず、女性の育

児休業期間中には男性の労働収入と子ども手当、育児休業給付金を合わせた 561.35 万円が

可処分所得となり、一方男性の育児休業期間中には女性の労働収入と子ども手当、育児休業

給付金を合わせた 526.425 万円が可処分所得となる。つまりここでは、男女の賃金格差が可

処分所得と密に関わっている。 

新制度において夫婦がともに半日出勤・半日休日の育児休業制度を利用した場合では、そ

れぞれ全日出勤の半額の収入と子ども手当、育児休業給付金（前月給与の 50%）が支給され

るため、夫婦の一方が一年間の育児休業をとる場合よりも可処分所得は大幅に増額となる。 

さらに、夫婦ともに 6 時間勤務・2時間休日をとる場合には夫婦の労働収入が増えるため

可処分所得は育児休業を取得しない場合よりも増額となる。 

 

 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 30

モデル③ 

年収 450万円(月額 30万円＋賞与90万円)の男性と年収 100万円(パートタイム労働)の女性

とその子(0 歳) 

 

 

○育児休業を取得しない場合 

＜男性＞ 

年収 

給与所

得控除

額 

社会保

険料控

除額 

配偶者

控除 

扶養控

除 

基礎控

除 

課税所

得 
所得税 

4500000 1440000 450000 380000 380000 380000 1470000 73500 

 

 

○一年間の育児休業取得(現行制度) 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

    0 380000 380000 380000     

 

○平成 22年税制改正による変更 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

4500000 1440000 450000 380000 0 380000 1850000 92500 

 

○新制度での育児休業（半日出勤、半日休日） 

年収 

給与所

得控除

額 

社会保

険料控

除額 

配偶者

控除 

扶養控

除 

基礎控

除 

課税所

得 
所得税 

2250000 855000 225000 380000 0 380000 410000 20500 

 

 

○新制度での育児休業（6 時間勤務、2時間休日） 

年収 
給与所得

控除額 

社会保険

料控除額 

配偶者控

除 
扶養控除 基礎控除 課税所得 所得税 

3375000 1192500 20220 380000 0 380000 1402280 70114 
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モデル③のケース 
所得税引き

後の収入 
子ども手当 

育児休業給

付金 

可処分

所得 

○育児休業とらない 4976500 156000 0 5132500 

○男性が 1年間の育児休業（現行

制度） 
1000000 156000 1800000 2956000 

○平成 22年度税制改正による変

更 
4957500 156000 0 5113500 

○子ども手当改正による変更 4957500 240000 0 5197500 

○男性が 1年間の育児休業（子ど

も手当が改正） 
1000000 240000 1800000 3040000 

○新制度（半日出勤、半日休日） 3205425 780000 900000 4885425 

○新制度（6時間勤務、2 時間休日） 4284666 780000 450000 5514666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル③の計算 

 妻が年収 100万円のパートタイマーの場合、夫が一年間の育児休業を取得すると、収入は

子ども手当と育児休業給付金、妻の労働収入を合わせた 295.6万円となる。 

ここで、夫が新制度の育児休業制度で半日出勤・半日休日をすると、夫の労働収入が加わる

上に子ども手当の支給、育児休業給付金により可処分所得は 488.5425 万となる。 

さらに、6時間勤務・2時間休日の場合では労働収入が増加する分、可処分所得も増額とな

り、育児休業を取得しない場合よりも家計収入が増加する。 
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第3章 政策提言政策提言政策提言政策提言 

第第第第1節節節節    政策提言政策提言政策提言政策提言 
本稿では、これまでの議論を踏まえ以下 2 つの政策を提案する。 

 

（１．１）（１．１）（１．１）（１．１）    フレキシブルなフレキシブルなフレキシブルなフレキシブルな育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度    

よりフレキシブルな育児休業制度のため、育児休業取得日数、育児休業期間中の休日、育

児休業給付金、育児休業取得期間の新たな制度を提案する。 

 新制度として提案するものは以下である。 

 

・育児休業取得日数 

    父親と母親はそれぞれ 240 日ずつ持つ。 

    それぞれ 120 日までの日数譲渡を認める。 

・育児休業期間中の休日 

    全日休日、2 時間休日（6時間勤務）、半日休日（4時間勤務）の 3 通りの選択制 

・育児休業給付金 

    全日休日の場合 ：月額賃金の 50％ 

    半日休日の場合 ：月額賃金の 25％ 

     2 時間休日の場合：月額賃金の 12.5％ 

   ※2 時間休日は 0.25日休日とみなす。 

    半日休日は 0.5日休日とみなす。 

・育児休業取得日数は子どもが 3 歳になるまでに消化する。 

 

 

 

 

（１．２）（１．２）（１．２）（１．２）    子ども手当の給付を低年齢集中化子ども手当の給付を低年齢集中化子ども手当の給付を低年齢集中化子ども手当の給付を低年齢集中化    

  

 低年齢集中化にあたっては、次の二つの理論が参考となる。 

ます一つ目は、ヘックマン教授の主張を参考とした。高所得・社会的成功のためには認知

能力と非認知能力が重要であるが、根性・忍耐・やる気といった能力は社会的に成功する上

で重要である。「就学前に適切な教育刺激を受けておかないと、その時期にしか発達しない

能力が十分に発達しない」ため、就学前の能力発達は就学後教育の効果を高めるが、反対に、

就学前の能力発達がなければ、就学後の教育効果は小さくなる。（幼児教育の無償化の論点：

資料 3(平成 21年 3月 30 日文部科学省幼児教育課)）つまり、低年齢時に集中的な手厚い保

障をすることは、就学前の能力発達を促すことにつながる。 
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次に二つ目は、女性の留保賃金を下げることで女性労働力率が高まるという理論である。

現行の制度では、子どもが中学校を修了するまでの間、毎月 1.3万円の子ども手当が非勤労

所得として家計に入る。つまり、この非勤労所得である子ども手当が 15年間にわたって非

就労者である妻の留保賃金を高め、就労意欲を抑制させる。女性の留保賃金が下がり、多く

の女性が労働市場へ入ることで社会的にも生産性が高まると考えられる。 

以上から、子ども手当の給付を低年齢集中化することにより、より一層社会にも子ども・

子育て世帯にも効率的な両立支援策とすることが出来ると考える。 

現行の制度では、中学校修了までの子ども一人につき月額 1.3万円を支給しているが、 

0～2 歳までの子供一人につき、月額 6.5 万円を支給することを提案する。 

15歳までの支給を 0～2 歳までの 3年間の支給へ 1/5に短縮することにより、月額 1.3万

円の給付だったものが、月額 6.5 万円になる。(1.3万×5＝6.5 万円) 

 

また、支給には現金給付と現物給付が考えられるが本稿では現金給付とした。その理由は、

現金は貯蓄できるからである。現金で給付すると必ずしも子どものために使われるとは限ら

ないという指摘があるが、合理的な家計であれば子どもの将来を考えて貯蓄すると考えられ

る。 

    

第第第第2222節節節節    制度改正によるメリット制度改正によるメリット制度改正によるメリット制度改正によるメリット    
 現制度から新制度に改変することによって生じるメリットを労働者側・企業側・社会の三

面から考察する。 

 まず、労働者側のメリットとしては前述の通り育児休業の取得や短時間勤務を希望する男

女が多いことから、各自が希望するフレキシブルな働き方が出来ることで仕事と育児の両立

がしやすくなることや、多くの費用が必要となる乳幼児期に手厚い現金給付があることが挙

げられる。また、現在は家計の流動性制約があると考えられるので、特にお金を借りること

が難しい若い世代に現金が給付されることは子どもを持つことに対するインセンティブを

与えることができる。 

社
会

的
収

益
率
 

 

職業訓練・教育 

年齢 

就学前教育 

学校教育 

就学前 就学期 就学後 
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 企業側のメリットとしては、従来の育児休業と違い、提言した新制度では休業中も就業が

可能となるため、従業員のスキル低下（人的資本の減耗）を防げることが挙げられる。 

 最後に、社会的なメリットを見てみる。我が国の女性の労働力率の現状を年齢階級別にみ

ると M字カーブを描いている。就業中断後に再就業するには、留保賃金を考慮することが考

えられる。現在、民主党の施策として行われている子ども手当は 15歳まで 1 か月 2.6万円

（現行は移行期間のため 1.3万円）が支払われるため、所得効果が留保賃金を引き上げる影

響が比較的長い期間持続し、より多くの女性の就労を抑制してしまう。提言した新制度では、

0～2 歳の 3 年間という短期間に支給期間が短縮されるため、現在と比べ早い段階で留保賃

金が下がることにより、再就業が促進されることが考えられる。また、フレキシブルな育児

休業制度では、3 歳まで育児休業を取得することも可能であるため、就業中断せずとも育児

がしやすくなると予測される。以上のように女性の就業抑制効果が低下するため、女性が就

業中断をする期間が短くなることにより生産性が高まることが挙げられる。また、前述した

とおり、ヘックマン教授の主張を参考にすると、就学前における教育がもっとも社会的収益

率が高いと考えられているため、現行の子ども手当のように長期にわたる保障を行うよりも

低年齢時に手厚く保障するほうが社会にとって有益だと考えられる。 

第第第第3333節節節節    政策提言における課題政策提言における課題政策提言における課題政策提言における課題    

（３．１）（３．１）（３．１）（３．１）    フレキシブルな育児休業制度フレキシブルな育児休業制度フレキシブルな育児休業制度フレキシブルな育児休業制度    

フレキシブルな育児休業制度の施行においては、会社経営陣の理解や育児休業取得を

希望する労働者の同僚の理解などが必要である。但し、育児休業をリスク視する経営方

針を持っている会社や、自分自身は結婚・育児を希望しない労働者の理解を得ることに

関してはやや難点であるかもしれない。 

（３．２）（３．２）（３．２）（３．２）    子供手当低年齢集中化子供手当低年齢集中化子供手当低年齢集中化子供手当低年齢集中化    

民主党が行っている現行の子ども手当は、中学校修了までの子供を持つ家庭に支給さ

れているため、提言した新制度では支給範囲から漏れることとなる 3～15歳の子供を持

つ家庭からの反発が出てくることは大いに予想される。よって、新制度が政治的支持を

得ることができないことも想定される。 

（３．３）（３．３）（３．３）（３．３）        出世への影響出世への影響出世への影響出世への影響    

 育児休業を取得したために職場の同僚との仕事量が変わり、出世に影響が出ることを

懸念する人もいるだろう。育児休業の取得に影響を受けない評価方法を考える必要があ

る。 

（３．４）（３．４）（３．４）（３．４）        育児休業の取得育児休業の取得育児休業の取得育児休業の取得日数日数日数日数 

            スウェーデンの育児休業取得日数は、夫婦間で 180 日までの日数譲渡ができるが、

日本における新制度では 120 日までの日数譲渡とした。つまり残り 120 日は夫婦それ

ぞれが消化しなければならない。スウェーデンでは夫婦それぞれが譲渡できない日数

は 60日であるため、日本の譲渡できない日数は比較的多いことを意味する。そのため、

家計へ影響を及ぼすことが懸念されるが、日本の深刻な少子化を鑑み、上記の日数を

定めた。 
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第４章第４章第４章第４章    先行論文・参考文献・データ出典先行論文・参考文献・データ出典先行論文・参考文献・データ出典先行論文・参考文献・データ出典    

≪≪≪≪主要参考文献主要参考文献主要参考文献主要参考文献≫≫≫≫        

・George J. Borjas (2009) 『Labor Economics 5th edition」 Irwin Professional Pub 

・伊達雄高・清水谷諭(2005)『日本の出生率低下の要因分析：実証研究のサーベイと政策的

含意の検討』内閣府経済社会総合研究所『経済分析』第 176 号、pp.93－135. 

・松田茂樹(2006)「近年における父親の家事・育児参加の水準と規定要因の変化」『季刊家

計経済研究』71：45-54 

・水落正明(2006)「父親の育児参加と家計の時間配分」 

・大石亜希子（2009）「仕事と家庭の両立支援ー育児・介護休業法改正を中心にー」労働調

査協議会 

≪先行研究≫≪先行研究≫≪先行研究≫≪先行研究≫        

・大石亜希子・守泉理恵（近刊）「少子社会における働き方：現状と課題」樋口美雄・府川

哲夫編『ワーク・ライフ・バランスと家族形成』東京大学出版会 

・松田茂樹(2006)「近年における父親の家事・育児参加の水準と規定要因の変化」『季刊家

計経済研究』71：45-54 

・松田茂樹(2006) 「男性の育児休業取得はなぜ進まないか–求められる日本男性のニーズに

合った制度への変更」．Life Design Report –Watching，第一生命経済研究所 

 

 

≪データ出典≫≪データ出典≫≪データ出典≫≪データ出典≫ 

・厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ アクセス日時 11/6 10 時 

・国税庁 http://www.nta.go.jp/ アクセス日時 11/6 10 時 

・総務省統計局 http://www.stat.go.jp/ アクセス日時 11/2 17 時 

・内閣府 http://www.cao.go.jp/ アクセス日時 11/6 11/2 17 時 

・OECD Family database Data Chart Evolution of the total fertility rate for selected 

countries (1970-2002)  www.oecd.org/els/social/family/database 

 アクセス日時 11/4 0 時 

 

 


