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団長あいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度市町村職員海外研修

団　長　　伊　東　俊　明

　㈶大阪府市町村振興協会では、諸外国の先進事例等について調査研究することによ

り、自治体施策への反映の一助とするとともに、これからの自治体職員にふさわしい

国際的視野と見識を併せ持った人材を育成することを目的として、昭和63年度から海

外研修を実施しています。

　近年の急激な社会経済状況の変化や地方分権の進展のもと、自治体及び自治体職員

には自ら考え自ら行動することが求められています。グローバリゼーションの大きな

うねりのなかで、自治体が海外の先進事例に学ぶとともに、国際感覚溢れ、幅広い見

識と柔軟な発想をもった人材を育成していくことのあらたな意義が問われているよう

に思います。

　わが国では、高齢化とともに少子化が深刻な問題となっており、有効な施策の展開

が求められています。こうしたことから、今年度の海外研修のテーマは「フランスに

おける少子化対策」とし、現地視察として９月26日から10月２日までの７日間、フラ

ンスを訪問しました。先進諸国が少子化に苦しむなか、フランスは極めて高い出生率

を維持しています。この背景には、国や自治体の子育て支援に対する政策や制度をは

じめ、ワークライフバランスの実践、職場における多様な就業形態の存在、またフラ

ンス固有の家族制度や子ども自身の自立を重視した教育などがあります。

　現地での研修は、天候にも恵まれ、研修生の熱心な取り組みと事前研修での十分な

準備によりスムーズに実施することができました。多くの施設等を実際に訪れ、多く

の人々から話を聞き、また語り合うことによって、受講生は文献等では得られない貴

重な知識や体験を得ることができました。

　研修生の皆様には、今回の成果と貴重な体験を活かし、これからの市町村行政の推

進役として、より一層ご活躍されることを心より期待いたします。

　最後に、今回の研修に数多くの指導助言をいただいた西村智先生（関西学院大学経

済学部准教授）をはじめ、現地研修で熱心にご説明やお世話いただいた方々、また、

事前、事後を含め９ヶ月にわたる研修にこころよく送り出していただいた職場の皆様

方に厚くお礼を申し上げ、ご挨拶といたします。
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1.57ショック

　前年の合計特殊出生率が1.57と、「ひのえうま」という特殊要因により過去最低であった1966年の合計

特殊出生率1.58を下回ったことが1990年に判明したときの衝撃を指している。

アソシアシオン（Associations）

　1901年に制定され、結社の自由を宣言・保障している「アソシアシオン契約に関する法律」に基づき、

社会貢献、趣味、スポーツなど収益とは異なる目的を共有する人々が自由意思により参加する団体。日本

のNPO法人や、社団法人と類似している部分もあるが、同好会やある宗教の信者であることを基準とす

る団体も含まれ、その範疇はより広く、必ずしも社会貢献活動を目的とするものではない。

コミューン（Communes）

　我が国の市町村に相当するフランスの基礎自治体。フランスでは26の州（Région）、100の県

（Département）、36,000を超えるコミューンの三層制が原則となっている。コミューン全体の74％が人口

1,000人未満で小規模コミューンが圧倒的に多く、事務を補完するために広域連合体制度に93％のコミュー

ンが参加している。コミューン議会議員は住民の選挙で選ばれ、議員の互選で選ばれる議長が市長を兼ね、

助役も議員の中から任命される仕組みになっている。

グランゼコール（Grandes…écoles）

　広義な一般教養を含む教育・研究機関である大学とは別の、フランス独自の高等専門教育・専門職養成

機関。バカロレア後、グランゼコール準備学級に進学し、２年の準備期間を経てグランゼコール選抜試験

へと進むが、準備学級での進級・卒業ともに難関である。グランゼコールに入学すると国家公務員扱いで

給金があり、専攻分野のエリートとしての待遇を受ける。政治の分野では国立行政学院が名門として有名。

バカロレア（Baccalauréat）

　フランスにおける大学入学資格を得るための統一国家試験のこと。フランスではバカロレアを取得する

ことによって原則としてどの大学にも入学することができる。一般･専門･工業の３種類があり、一般バカ

ロレアはさらに、理系・文系･経済社会系と分かれている。2009年の合格率は86％。

合計特殊出生率

　15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、ある期間の出生状況に着目した ｢期間合計

特殊出生率｣ と、ある世代の出生状況に着目した ｢コーホート合計特殊出生率｣ がある。女子人口の年齢

構成の違いを除いた出生率として、年次比較、国際比較、地域比較に用いられる。

用　語　集



保育学校（École…maternelle）

　３歳以上６歳未満の子どもを受け入れる教育機関で、義務ではないが、初等教育の一課程として位置づ

けられ、ほとんどの子どもが入学する。就業時間は８時30分から16時30分であるが、施設内に託児所が併

設され、課外の託児を引き受ける場合が多い。保育学校は国民教育省が所管しており、教員は小学校教諭

と同じ資格を持つ国家公務員である。学費は、基本的に無料である。

保育ママ（Assistante…Maternelle）

　保育ママは、その自宅で子どもを受け入れる制度で、認定保育ママになるには居住する県の認可が必要

である。保育ママになるための職業資格は不要だが、子どもの身体・知的・情緒的発育を保障し、健康で、

子どもを受け入れるための一定の居住環境を有している必要がある。親に直接保育ママを雇用される「開

業保育ママ」や、家庭保育所の職員である保育ママがいる。

貨幣（ユーロ）の円換算について

本報告書では、１ユーロ114円で換算しています。
（外務省ホームページ 2010年９月17日現在）
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現地調査の概要
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行　　 程 　　図

2010（平成22）年９月26日（日）～10月２日（土）７日間

研修日程概要

視察調査先

日程 月日（曜） 行　　　程

１ ９月26日（日） 関 西 空 港 発
シャルルドゴール空港着

２ ９月27日（月） 視 察 調 査（ パ リ 市 内 ）

３ ９月28日（火） 視察調査（セーヌエマル
ヌ県・パリ市内）

４ ９月29日（水） 視察調査（ランブイエ市・
ヴァルドワーズ県）

５ ９月30日（木） 視 察 調 査（ パ リ 市 内 ）

６ 10月１日（金） シャルルドゴール空港発

７ 10月２日（土） 関 西 空 港 着

日　　時 Ａ　班 Ｂ　班

９月27日（月）
パ リ 日 本 人 保 育 園 幼 稚 園
全 国 家 族 協 会 連 合 会（UNAF）

サ ノ フ ィ・ ア ベ ン テ ィ ス 社
ポ ー ル・ フ ォ ー ト 小 学 校

９月28日（火）
セーヌエマルヌ県児童社会福祉扶助局
全 国 家 族 手 当 金 庫（CNAF）

セーヌエマルヌ県児童司法保護局
パ リ 市 1 5 区 役 所

９月29日（水） ラ ン ブ イ エ 市 役 所 ヴ ァ ル ド ワ ー ズ 県 母 子 保 護 局

９月30日（木）
ア ル ザ ス 学 校
戦 略 分 析 セ ン タ ー

危険状態にある子どものための全国研究所
ド ニ ス ギ ャ ロ ン・ ル ド テ ッ ク
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現地調査の概要
Ａ　班

訪 問 日 2010（平成22）年９月27日（月）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先 パリ日本人保育園幼稚園

現地調査先の概要
1982年にフランスの日本大使館からの要請で設立された保育園幼稚園で
ある。世界市民として未来社会に貢献できる人格形成をモットーに保育を
実施している。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

幼保一体化の取組みについて

（2）　 調 査 目 的
今後、日本における幼保一体化を目指すにあたっての課題や取り組むべき
保育や教育について調査する。

（3）　調査先の背景
調査先のパリ日本人保育園幼稚園と日本人小学校との連携もとれており、
円滑な進学が可能である。

（4）　調査先の施策

主体性を育てる生活
未来志向の教育
夢を育む環境
文化の継承
の４つの柱を中心とした保育教育を実施している。

（5）　施策の効果
保育園児と幼稚園児を分け隔てることなく、園児たちの最善の利益を考え
た保育が展開されている。また、園児たちが、好奇心をどんどん心の中に
膨らませ、感性豊かな子に成長している。

（6）　今後の問題
週１日から週６日までの通園日の様々な形態や職員の滞在ビザの関係上、
職員配置の難しさが課題である。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月27日（月）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
全国家族協会連合会

（UNAF：UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES）

現地調査先の概要

家族関係の諸問題に対処するために設立された全国組織のアソシアシオ
ン。家族問題に関する事業を行う8,000の団体が加入し、80万世帯が参加
している。これら組織を支援するとともに、現場での実践的な意見を吸い
上げ国等に政策提案する機関である。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

民間団体による政策提案が行政に反映される仕組み
民間部門に期待すべき役割について

（2）　 調 査 目 的
家族問題に取り組む民間団体としてUNAFのような規模の大きい団体は
日本にはないため、その活動内容を調査し、少子化問題への対応方策、民
間部門の役割について考察する。

（3）　調査先の背景
家族政策にかかわる法案が準備されるとき、UNAFに諮問がある。独自
の研究施設を持ち、家族問題に関して意見を述べる。

（4）　調査先の施策
所属団体の支援。「全国家族会議」や「人口・家族に関する高等諮問会議」
の場での意見表明。家族の権利を守るための訴訟提起。

（5）　施策の効果
国による乳幼児部門の施策の充実を達成。また所属団体の日常の活動を通
じて、ワークライフバランス及び出生率向上に寄与している。

（6）　今後の問題 家族に関する権利確保。高齢者関係予算の充実。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月28日（火）

訪 問 都 市 セーヌエマルヌ県

現 地 調 査 先 セーヌエマルヌ県児童社会福祉扶助局

現地調査先の概要

フランスの児童虐待の中心的役割を果たしているのが、県の児童社会福祉
扶助局である。フランスの児童虐待対応の特徴として、思春期教育や妊娠
期からの支援を行うPMI（母子保健機関）、児童虐待対応の中心的機関で
あるASE（児童社会福祉扶助局）、フランスに特有のシステムであり、児
童虐待に対する司法的関与を行うPJJ（児童司法保護機関）が、相互に連
携しつつそれぞれの機関の高度な専門性を活かした重層的な支援を展開
している。また、児童虐待を受けた子供たちが社会に出る訓練をする施設
もセーヌエマルヌで32箇所整備されており、地域に開かれた施設である。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

児童虐待防止の取り組みについて

（2）　 調 査 目 的

近年、我が国においては、児童虐待件数が急速に増加しているとともに、
虐待された児童が死亡するなど痛ましい事例が数多く報告されており、社
会問題となっている。フランスにおける児童虐待防止の実際と取り組みを
調査し、児童虐待防止に関する方策を考える。

（3）　調査先の背景
児童社会福祉扶助局は、フランスおける児童虐待の中心となる機関であ
る。また、児童虐待を受けた子ども達の社会参加の訓練を行う施設は、32
箇所整備されている。

（4）　調査先の施策
児童虐待事案の危険性の分析、評価及び判断、ケースに対する支援、コー
ディネート、虐待を受けた子ども達に対する社会的支援としての施設また
は里親など生活の場の確保

（5）　施策の効果

フランスにおける児童虐待防止の取り組みは、重層的かつ複雑である。親
となる前からの思春期教育をはじめ、妊娠期からの子育て環境のリスクア
セスメント、児童虐待事案の分析、判断、支援が専門的な機関により行わ
れている。

（6）　今後の問題
2007年の法改正により、子どもを中心に構築されたていた虐待支援が、虐
待してしまった親もまきこんだトレーニング、また、虐待の予防を重視す
るものに変化している。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月28日（火）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
全国家族手当金庫

（CNAF：CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES）

現地調査先の概要

事業主代表・自営業者代表・被保険者代表・有識者・全国家族手当協会連
合会・職員の代表35人からなる理事会で構成された公益機関。
家族手当などの財源を一元化し、家族制度の継続性と地域の実情に合わせ
た有効な支援を財政面で支える機関である。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

CNAF（全国家族手当金庫）による家族政策の流れについて　

（2）　 調 査 目 的
国・事業主・個人の拠出金により社会全体で財源を支えているCNAFの運
営と子育て支援施策が、少子化対策にどのように影響しているのかを知
り、日本の市町村職員として何ができるのかを考察する。

（3）　調査先の背景

少子化対策として、家族施策の柱である家族手当が1932年に公的制度とし
て導入され、各県にCAF（家族手当金庫）が設立。1967年社会保障制度
改革により家族手当金庫の全国組織であるCNAF（全国家族手当金庫）が
設置された。

（4）　調査先の施策

国とは目標・運営協定を結び、各県に設置されているCAFとは運営契約
を結び、財源は６割が事業主の負担金、４割が所得税からの徴収。
事業内容は、手当や保育費用補助等の法定給付や、保育施設整備費・運営
費の補助等の社会事業、情報・サービスの提供等である。

（5）　施策の効果
家族手当に優先順位を付ける事で、貧困対策、女性の選択肢の多様化、移
民への手厚い給付等で、出生率を2.0％に維持している。
また、政治的に中立性を維持できる。

（6）　今後の問題
３歳までの育休・手当については、３年目からは手当を減らし、職場復帰
への準備期間とする事を検討中。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月29日（水）

訪 問 都 市 ランブイエ市

現 地 調 査 先 ランブイエ市役所

現地調査先の概要
パリから南西50kmにあり、ランブイエの森やのどかな田園風景が広がる
緑の多いまちで、人口は約２万５千人である。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

家族問題と少子化について

（2）　 調 査 目 的
フランスの平均よりも高い女性の就業率を誇るランブイエ市の子育て施
策から、働きながら子育てしやすい環境づくりを考察する。

（3）　調査先の背景
乳幼児への支援を市の重要課題とし、多様な家族政策に取り組み一定の成
果をあげている。

（4）　調査先の施策 保育需要に応えるため、ミニ保育所の設置をはじめとする保健環境の整備

（5）　施策の効果
低家賃住宅の設置による低所得者への支援、また、保育費用の負担が少な
いミニ保育所の設置等により、保育に係る入所希望満足度が上昇してい
る。

（6）　今後の問題
保育ママ等の制度もあるが、親の保育負担も少なく安心して子どもを預け
られる市営の保育所への入所希望が高い。それに応えるための保育所の設
置。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月30日（木）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先 アルザス学校

現地調査先の概要
1870年に設立された、幼稚園から高校まである私立学校。ヒューマニズム
を持つ将来の成人を養成するというのが学校の使命で、児童生徒がスポー
ツ、芸術、音楽を通して開花することを目指している。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

教育制度と子育て支援について

（2）　 調 査 目 的
次世代の親になる者として、自律性を持つ将来の成人を目指しての教育の
現状を知る。
学童期における子育ての現状について知る。

（3）　調査先の背景

幼稚園から高校までの学校としては、最も優れた学校といわれており、高
等教育への進学率も100％
ヒューマニズムを持つ将来の成人を育成するというのが学校の使命で、児
童生徒が、スポーツ・芸術・音楽を通して、開花することを目指している。

（4）　調査先の施策

国民教育省のカリキュラム以外にも、多様な専門の先生を配置しており、
語学教育にも力を入れている。小学校から英語教育が取り入れられてお
り、中学校・高校では、中国語コースもある。
一般的には中学校から配置される教育指導員を、小学校から専属で配置し
ている。

（5）　施策の効果
クラス担任と教育指導員が、完全に役割分担をされており、子どもや保護
者にとっても理解しやすい形となっている。また、学校を通じて、一貫し
た指導が提供できるため、保護者の信頼を得ている。

（6）　今後の問題 さらなるヒューマニストの育成
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訪 問 日 2010（平成22）年９月30日（木）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
戦略分析センター

（CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE） 

現地調査先の概要

2006年の執行政令をベースに設立された、首相直属の機関であり、経済・
社会・環境・文化面での戦略的方針及び実施に関して政府を支援する役割
を担っている。また、経済、社会面での主要な関係官庁連絡会議の委員と
なっている。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

高い出生率を維持するための取り組みについて

（2）　 調 査 目 的
フランスにおける、出生率を回復した要因と高い出生率を今後も維持する
ための具体的な取り組みについて調査する。

（3）　調査先の背景
フランスの経済・社会・環境・文化面などあらゆる問題に関し、関係省庁
とは別に首相直属で国家の戦略的方針や分析を実施するために設立され
た。

（4）　調査先の施策
教育・保育に関する報告書の作成やシンポジウムの開催などを通じ、現状
の分析や先進的な取り組みを支援する。

（5）　施策の効果
戦略分析センターの調査により、20万人分の保育施設が不足すると公表し
た結果、これらの保育需要に対する取り組みが具体的（ミニ保育所・保育
ママなど）に実施されている。

（6）　今後の問題
新たな課題（ひとり親家庭・再婚による複合家族など）に関する分析及び
提言であり、政策を実行する関係省庁・関係団体・自治体などとの連携が
今後も重要な課題となる。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月27日（月）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
サノフィ・アベンティス社

（SANOFI AVENTIS）

現地調査先の概要

パリに拠点をおき、世界110カ国以上で事業展開するバイオテクノロジー
及び製薬の企業。 各国で従業員の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）」の為の取組みを行っている。フランスでは国内に５か所の企
業内保育所（crèche d’entreprise）を運営している。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

「仕事と生活の調和」を支える雇用主の役割について

（2）　 調 査 目 的
雇用主として、従業員が「仕事と生活の調和」ができるようどのような取
り組みをしているかについて調査する。

（3）　調査先の背景

従業員は、フランス国内に28,000人おり、男女比率は同じであるが、国籍
や文化、宗教の違いがある構成となっている。
2009年に企業の社会的責任（CSR）担当部署を設立し、ダイバシティの取
り組み等を先進的に行っている。

（4）　調査先の施策
企業内保育所の運営、独自の休暇制度やダイバシティの取り組みを実施し
ている。

（5）　施策の効果
社会的責任の観点から革新的な企業としてのイメージアップを図ること
ができた。そのことにより優秀な人材の確保、従業員の固定化、欠勤やス
トレスの減少、フレキシブルな労働時間の設定が可能になった。

（6）　今後の問題
新たに企業内保育所を設立する場合、用地の確保が大きな課題となってい
る。

Ｂ　班
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訪 問 日 2010（平成22）年９月27日（月）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
ポール・フォート小学校

（Ecole Paul Faut）

現地調査先の概要

各学年（１～５年）２クラスの全校10クラスで、児童数は約250人。教員
は校長のほか、フルタイム教員が９人、パートタイム教員が１人勤務して
いる。市と連携し、放課後の学童保育や学校が休みの日に子ども達が参加
できるクラブ活動等を実施している。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

学校生活から学ぶ自己責任教育について

（2）　 調 査 目 的
フランス社会では、選択の自由がある一方で、自律や自己責任が求められ
る。子ども達にどのようにしてそれらの人間性を育んでいるのか、学校教
育現場を調査する。

（3）　調査先の背景
学校はパリ市内から少し離れた場所に位置するので、保護者の通勤時間に
配慮し、朝は７時30分から夜は７時まで子どもを預かる施設が隣接してあ
る。

（4）　調査先の施策
授業に加えて、クラス委員会や、国際的プログラムの「エコスクール」、
けがをした人へのファーストエイドや道路の安全標識の遵守などさまざ
まな教育活動を実施している。

（5）　施策の効果
子ども達が自主性や自己責任を身につけると共に、学んだことを親や教
師、その他の大人にも伝えることで、よい影響を広げることができている。

（6）　今後の問題
フランス政府において、子どもが学校にいる時間が長いという議論が30年
以上にわたり続いているが、まだ解決策を見つけることができていない。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月28日（火）

訪 問 都 市 セーヌエマルヌ県

現 地 調 査 先 セーヌエマルヌ県児童司法保護局

現地調査先の概要

児童保護についての必要性について審議を行う。特に家族が行政的措置に
合意しない場合、子どもの危険が非常に高い場合、罪を犯したことによ
り児童司法保護機関（以下「PJJ」という。）がそれに対する何らかの処
罰を決定する場合など、司法的介入が積極的に行われ、裁判官（以下「少
年裁判官」という。）がそれに対する処置を決定している。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

未成年に対する司法保護機関の役割

（2）　 調 査 目 的 少年裁判官による児童保護について調査

（3）　調査先の背景

フランスの児童保護は1945年９月１日の法令により、刑務行政局から分離
した観護局が新設された。観護局は未成年に職業研修を実施し、青少年が
それぞれの段階を通過したかどうかの判断を基礎とする段階的システム
を導入している。

（4）　調査先の施策
非行少年の状況に応じて、３つの施策があり、親と一緒に教育的支援、親
から引き離して施設に収容と学校に行かせるなど社会復帰をめざす再編
入がある。

（5）　施策の効果
非行少年に対して、社会的復帰をさせるため強制的に行うよりも、自然な
環境に置いて、状況に応じた措置を行う方が、非行少年にとっての人権の
尊重、社会復帰につながっている。

（6）　今後の問題

非行少年は、70年代～90年代ごろには保護されるべき立場と社会全体的が
見ていたが、徐々に社会の動きが変化しつつあり、非行少年であっても犯
罪者とみなし、大人の犯罪者と同じように社会から隔離して、その中で社
会復帰をさせるということになっている。家庭環境によって、犯罪を起こ
す原因があるため、状況に応じて対応を行っている。効果があるか調査研
究を行い最も有効な措置を模索している。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月28日（火）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
15区役所

（Mairie du 15ème arrondissement）

現地調査先の概要
パリ市は市の下に区という行政単位が設けられており、各区ではパリ市の
政策を実施している。
訪問先は15区の乳幼児政策担当部局。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

乳幼児政策（特に都市部における）

（2）　 調 査 目 的
フランス都市部における保育状況の実態を調査し、わが国の乳幼児行政の
参考とする。

（3）　調査先の背景
集団保育所、家庭保育所、一時託児所、認定保育ママなど、多様な保育形
態を持つフランスであるが、託児所不足、特に都市部では保育ママの不足
等についても問題に直面している。

（4）　調査先の施策
家庭保育所、認定保育ママ雇用・親による保育ママやベビーシッター雇用
支援政策、集団保育所の運営パフォーマンス改善等。

（5）　施策の効果
保育ママ制度による保育所待機の解消
保育方法の選択肢の多様性、ワークライフバランスの実現。

（6）　今後の問題
保育所の収容における効率的運営
家庭保育ママの増員と社会的評価の向上
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訪 問 日 2010（平成22）年９月29日（水）

訪 問 都 市 ヴァルドワーズ県

現 地 調 査 先 ヴァルドワーズ県母子保護局

現地調査先の概要

大阪府とは1987年７月に、友好交流都市となった。
南部はパリ市に近く都市化、北部は農村地区である。
東端にはシャルルドゴール空港がある。
県の人口の36％が25歳以下と若年層が多く、出生率も増加している。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

県の母子保護政策、乳幼児政策について

（2）　 調 査 目 的
家族政策は都市部と農村部など地域によって、状況が異なる。
広域的な地域を統括する県の母子保護局を調査し、さまざまな地域の状況
を知る。

（3）　調査先の背景 母子保護局は県内に66か所ある医療センターの統括的な役割を持つ。

（4）　調査先の施策 妊婦、子どもの健康、家族計画の支援

（5）　施策の効果 安心して出産・子育てできる環境

（6）　今後の問題
コミューンに対する保育所の建設要請
保育ママの増員、地位向上
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訪 問 日 2010（平成22）年９月30日（木）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
危険状態にある子どものための全国研究所

（ONED：Observatoire National de l’Enfance en Danger）

現地調査先の概要

GIPED（危険状態にある子どものための公的利益団体）の一機関である
SNATED（危険状態にある子どものための全国電話サービス）とONED（危
険状態にある子どものための全国研究所）は、児童虐待や少年非行の防止
のための中核的な機関である。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

児童虐待や少年非行の防止のための制度研究

（2）　 調 査 目 的 安心して子どもを育てることができる環境（制度）づくりの研究

（3）　調査先の背景
児童虐待や少年非行は、同国においても社会問題化している。対策を効果
的に行うには、地域や機関を超えて取り組む必要がうまれた。

（4）　調査先の施策
SNATED：危険状態にある子どものための緊急電話サービス（119番）
ONED：行政機関や司法機関などフランス国内に散在する危険な状態にあ
る子どもに関するデータの集約及び分析による報告書の作成など

（5）　施策の効果
危険状態にある子どもの対処のスピードの向上
情報共有化の促進による制度の発達促進

（6）　今後の問題
情報共有化の部分では、まだまだ達成できていない部分が多く、方法に課
題を残している。
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訪 問 日 2010（平成22）年９月30日（木）

訪 問 都 市 パリ市

現 地 調 査 先
ドニスギャロン・ルドテック

（Ludothèque Denise Garon）

現地調査先の概要
パリ13区の高層マンション１階にある「おもちゃの図書館」。子どもの発
育を促すおもちゃを多数所有し、施設内で子どもを自由に遊ばせたり、お
もちゃを貸し出したりすると共に、さまざまな社会活動を行っている。

調 査 概 要
（1）　研修テーマ

地域における子どもの居場所と健全育成

（2）　 調 査 目 的

フランスではさまざまな子育て支援施策があり、選択が可能である。大人
になって自らの人生を決定する選択を行うため、子どもの頃から自律性・
自主性を重視した教育を行っている。ここでは家庭や学校教育以外の地域
の教育について調査を行う。

（3）　調査先の背景

フランスにおいて1968年から設置されるルドテック。
イルドフランス州内の240か所ある内の１つで、2007年にアソシアシオン
により設立。「ドニスギャロン」とはフランスのおもちゃの分析、分類方
法を考案した研究家の名前である。

（4）　調査先の施策
おもちゃで遊ばせたり、貸し出したりすると共に、館内や地域において文
化的、社会福祉的なイベントを実施している。

（5）　施策の効果
おもちゃを通じて、子どもにコミュニケーション能力、問題解決力、交渉
力等の「生きる力」を育んでいる。
また、地域でのイベント開催を通じて、社会連帯を推進している。

（6）　今後の問題
スタッフの専門職化と予算の確保の為に、ルドテックの認知度をあげるこ
と。
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現地調査報告

フランスにおける少子化対策

Ａ班　フランスにおける子育て支援……………… 22
　　　～多様性への許容と選択の自由～

Ｂ班　「子ども・子育て支援」への移行…………… 56
　　　～フランスの子育て支援の多角的政策について～
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フランスにおける子育て支援………………………………………………………… …22
～多様性への許容と選択の自由～

・子どもへの投資は未来社会への投資 ～パリ日本人保育園幼稚園から見えてくるもの～

・民間団体による政策提案 ～アソシアシオンの社会貢献～

・児童虐待防止の取り組みについて

・全国家族手当金庫による家族政策の流れについて

・ランブイエ市の子育て支援 ～子どもの元気がまちづくりの源～

・教育制度と子育て支援について

・出生率維持に関する取り組み ～持続可能な戦略分析～

おわりに

Ａ　班



Ａ班　海外研修

22

　2009年の合計特殊出生率が1.37と低迷する日本
に対し、フランスは1.99を記録した（図１参照）。
日本で少子化が社会問題となったのは1990年の
1.57ショックからであるが、フランスは早くから
これを問題としてきており、19世紀以来、戦争に
よって減少した人口を増加させることに関して社
会的な合意が形成され、国家の役割が期待された。
現在においては年金について賦課方式を採用して
おり、将来の労働力となる子の数が問題となるの
は日本と同様である。
　フランスの特徴として移民が多く、人種、民族、
家族形態、社会階層が多様性に富んでおり、それ
らに対応する様々な家族給付や保育形態が用意さ
れ、様々な選択を自由にできること、各層の民意
が後述の全国家族協会連合会（UNAF）により政
策に反映されていること、「連帯」の名のもとに
階層を越えた相互扶助の価値観に支えられている
ことが挙げられる。これらにより多様な家族形態
や就業状況にさまざまな家族給付が対応、また、
ワークライフバランスを重視することで上昇する
女性の就業率が出生率の好転に影響を与えるとい
う好循環は注目に値する。
　さて、ここでフランスに見られ、日本にはない
家族形態について述べたい。フランスでは婚姻に
よらない非嫡出子が新生児の半分を占めている。
これを可能にするのが民事連帯契約、パックス

（PACS：Pacte civil de solidarité）である。 パッ
クスは1999年11月15日法に基づき、結婚しない
カップルにも法的な権利を認める制度であり、い
わば結婚と同棲の中間に位置する（図２参照） 。
パックスによるカップルは、戸籍を書き換えない

フランスにおける子育て支援
〜多様性への許容と選択の自由〜

Ａ　　班

ままで、課税や社会保障の受給において結婚して
いる場合と変わらない法の保護を受けることがで
きる。このことは家族形態の自由度が高く、結婚
しないまま子を産んでも結婚する場合と比べて損
にならないと言い換えることができる。
　このように、フランスの家族政策は結婚を前提
とした日本の家族政策と相違があることには注意
が必要であるが、フランスの制度から学ぶべきこ
とは多いように思われる。これまで日本はおおむ
ね単一民族で移民を受け入れず、一億総中流、あ
るいは婚姻による夫婦とその嫡出子２名という標
準世帯の概念にあったように、家族形態には一定
のモデルがあり、これに基づき政策が決められて
きた。しかし貧富の格差が顕著になり、社会階層
の多様化が始まっている現在、子育て支援政策は
社会の変化に即応できているとはいえないのでは
ないだろうか。1980年代には出生率が日本とフラ
ンスで並んだ時期があったが、その後は大きく引
き離されている。同じ先進国でありながら、フラ
ンスが出生率の回復において成功を収めているの
はなぜだろうか。
　報告書中Ａ班はフランスに見られる多様性への
許容及び家族の選択の自由に注目した。現地では
国レベルの機関として国家戦略を提言する戦略分
析センター、家族の利益を代表する全国家族協会
連合会（UNAF）、家族給付を担当する全国家族
手当金庫（CNAF）を視察しフランスにおける家
族政策について理解を深めた。ランブイエ市では
地方自治体の保育制度を、パリ日本人保育園幼稚
園及びアルザス学校では教育現場での取り組みを
学んだ。また、日本で増加する児童虐待にフラン
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スではどのように対応しているのか、セーヌエマ
ルヌ県児童社会福祉扶助局を訪問した。調査結果
をもとに、これからの日本の少子化対策及び子育
て支援について提言したい。

【参考文献等】
・財団法人こども未来財団「フランスにおける子育

て支援とワーク・ライフ・バランスに関する調査
研究報告書」2008年

・賦課方式とは一定期間の年金給付に必要な費用を
その期間の現役被保険者等が納める保険料等で賄
う方式で、世代間扶養の特色を持つ。全国家族協
会連合会において「賦課方式の年金を採用してい
るフランスでは2030年ごろには現役の労働者が少
なくなり、年金生活者を支えられなくなる。この
ため出生率を維持することが重要。」との言及が
あった。

・大庭三枝「フランスの子育て支援について ―「家
族的負担」を保障するする家族給付制度―」『福
山市立女子短期大学研究教育公開センター年報』
2006年

・浅野素女『フランス父親事情』築地書館、2007年

図１　日本とフランスにおける合計特殊出生率の推移

・合計特殊出生率は女性の年齢別出生率を合計した値。
（資料） 厚生労働省「平成21年人口動態統計月報年計（概

数）の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
jinkou/geppo/nengai09/index.html

「社会実情データ図録」
http ://www2 . t tcn .ne . jp/honkawa/1550 .
html"http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1550.html 
2010年６月２日更新・2010年10月31日アクセス
世界銀行「Fertility rate, total（births per woman）」
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
2010年12月９日アクセス

図２　フランスのパックス・同棲・結婚の差異

（資料） 内閣府経済社会総合研究所編「フランスとドイツ
の家庭生活調査」2005年
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子どもへの投資は
未来社会への投資

〜パリ日本人保育園幼稚園から見えてくるもの〜
訪問日　2010年９月27日（月）
訪問先　パリ日本人保育園幼稚園
説明者　園長　玄武　良子氏
通　訳　菊池　隆氏

１．はじめに
　フランスでは、25歳から39歳までの出産期の女
性の約80％（2005年）が就労しており、出産後も
フルタイムで働くことが多く、出産直後に保育
サービスを利用する人が多い。一方、我が国にお
いては、25歳から39歳までの出産期の女性の労働
力率は約65％（2005年）で、３歳未満児のうち認
可された保育サービスを利用する人の割合が約
20％（2006年）と、フランスの約42％（2004年）
に比べると約半分の割合となっている。
　つまり、フランスでは、出産後も就労しやすい
環境が整備されているといえる。特に在宅での家
庭的保育サービスである認定保育ママが３歳未満
児の保育需要の受け皿となっており、保育需要の
約７割を占めているとされる。しかし、認可の集
団保育所は不足しており、安心安全面から集団保
育所に対するニーズは高く、約20万人の定員不足
がある。
　一方、日本においても、毎年、認可保育所の定
員が増加するも、2010年４月１日現在で26,275人
の待機児童がいる。また、厚生労働省の調査によ
ると認可保育所に入れず、やむを得ず認可外保育
所に入所している児童や保育所不足を理由に働く
ことを諦めている潜在的な待機児童数は約85万人
いるとの結果である。一方で、幼稚園の入園児数
は、年々減少傾向にあり、2010年度の速報値によ
ると約160万６千人で、５年前の2005年度の約173
万９千人と比較すると、約13万人（約８％）減少
している。このような状況の中、日本において、

縦割りになっている子どもに関する施策を一本化
し、質の高い保育環境を整備するという理念のも
と、幼稚園と保育園を一体にしたこども園の推進
を検討している。それに伴い、幼稚園教育要領と
保育所保育指針を統合したこども指針の策定も検
討されており、保育制度の大きな転換を図ろうと
している。
　今回の視察先であるパリ日本人保育園幼稚園
は、設立当初から幼保一体化の取組みを行ってお
り、日本が掲げている幼保一体化の方向性と重な
る部分がある。そこで、視察先から学んだことを
もとに、今後、目指すべき保育や教育について考
察を行った。

２．パリ日本人保育園幼稚園の概要
　フランスには、2009年10月１日現在で24,444人
の日本人が住んでおり、そのうち10,872人がパリ
市に在住している。視察先であるパリ市15区にも、
多くの日本人が居住しており、パリ日本人保育園
幼稚園は、乳幼児をもつ日本からの赴任者にとっ
てはなくてはならない施設である。パリ日本人保
育園幼稚園は、1982年にフランスの日本大使館か
らの要請で設立された保育園幼稚園である。
　石造りの建物が並ぶ一角にパリ日本人保育園幼
稚園の看板とも言える園児たちの可愛らしい絵が
街角ギャラリーのように飾られている。定員は60
名で、満１歳から５歳児までの児童を受け入れ
ているが、一人で歩ける場合は生後８ヵ月から

オープンな保育室



Ａ班　海外研修

25

でも預かっている。開園日は、月曜日から土曜
日、開園時間は、午前８時30分から午後３時30分
で、延長保育は午後６時30分までである。保育料
は保育園児（０～２歳児）と幼稚園児（３～６歳
児）、また、通園日数に応じて異なる。保育園児
の場合は278ユーロ（約31,700円）から691ユーロ

（約78,800円）、幼稚園児の場合は、198ユーロ（約
22,600円）から654ユーロ（約74,600円）とフラン
ス政府からの助成を受けていないため、受益者負
担を考慮した料金設定となっている。
　現在は、週１日通園の園児を含め、約50名の園
児が在籍しており、日本の教育がすばらしいので
学ばせたいというフランス人の園児もいる。保育
内容は午前中が、縦割り保育を行い、主に公園ま
でのお散歩や運動で、給食を食べた後、１、２歳
児はお昼寝で、３歳から５歳児はクラス別にお絵
かき・バレエ・ピアノ・体操・仏語・英語・日本語・
算数などの活動を行っている。園のスタッフは外
部から招聘している活動の専門スタッフを含め、
11名であり、全て日本人で構成されている。カリ
キュラムはフランスのものではなく、園独自のカ
リキュラムを設定している。年間行事は、２月に
は節分、３月にはひな祭りといった日本の保育園
や幼稚園と同様、四季折々に因んだ行事を取り入
れている。保護者会は就労している保護者に配慮
し、参加しやすい日曜日に実施するなど保護者と
も積極的な交流を行っている。また、日本人栄養
士が献立を行い、栄養のバランスを考えた、日本
食中心の給食を提供している。

３．パリ日本人保育園幼稚園が目指すもの

（1）夢を育む環境

　パリ日本人保育園幼稚園を訪れた際、園から徒
歩で10分ほどの距離にある豊かな自然をもつサン
ランベール公園まで園児たちと一緒に散歩をし
た。サンランベール公園には、四季折々の花が咲
いており、春には桜が咲き、桜吹雪で地面が桃色
一色に染まるという。また、夏にかけてはバラが

満開に咲く。先生たちは、園児たちに、その花々
の咲き変わりを通じて、散った花も必ずまた満開
になるということを具体的に目で見て、手に触れ
ることで、それを自らの成長に置き換え、必ず自
分の時期が来るのだということを教え込んでい
る。
　つまり、他人のことを羨まないで、必ず自分の
目標や夢が叶う時期がくるのだということを教え
る。そのためには、その子の時が来たときは褒め
る。必ずどんな子どもにも長所はあるので、長所
を伸ばしていくと自ずと欠点が減っていく。また、
周りを責めずに、自分を信じる子どもに成長する
とともにすごく敏感になった園児たちも褒め上手
な子どもへと変化していくという。
　散歩は遊びや体をつくるということだけでな
く、園児たちが自然に触れ、様々な感動体験を通
じて、好奇心をどんどん心の中に膨らませ、感性
豊かな子に成長できる機会と捉えるとともに、地
域の人々とのコミュニケーションを図る機会と捉
えている。散歩中に商店の人がお菓子をくれ、声
をかけてくれたり、通行の見守りをしてくれたり、
フランスでは地域ぐるみで子どもたちを育てると
いう感性が残っているという。

（2）未来志向の教育

　「世界市民として未来社会に貢献できる人格形
成をモットーに保育している」と玄武園長先生は
いう。自分の価値を見出し、自分を誇りに思い、

散歩に出かける園児たち
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他人の価値をも認めることをこれからの「生き方」
の一つとして身に付けていけるような保育を実施
している。例えば、毎年様々な著名人を園のワー
クショップに招き、園児たちと触れ合う機会を設
けている。日本で活躍する音楽家や小説家などの
文化人も園を訪れたとのことである。園児たちが
卒園し、大きくなって写真を見たときに、保育園
幼稚園時代にこんな人物に自分は出会っていたの
だと感じ得ることができるとともに、貴重な体験
や出会いから様々な分野に関して興味や意欲がか
きたてられるという。
　パリ市には世界的有名なルーブル美術館やオル
セー美術館など様々な美術館があり、園児たちは
郊外保育で訪れるという。そこで、数多くの名作
や芸術に出会うことで、過去と現在と未来をつな
ぐ感性を磨くのである。園児の中に、北原白秋の
詩を読むと自然ときれいな色がたくさん生まれ、
絵が上手に描けるという作文を書いて、日本のコ
ンクールで優勝した子もいる。また、映画俳優に
なった子もいるという。卒園生は園の宝物であり、
誇りであるという。
　子どもたちの活躍が、日々の保育の糧となり、
一人ひとりの将来を見据えた保育へと繋がってい
るのである。

（3）主体性を育てる生活

　園では、給食における食事のマナーは１、２歳
の時から厳しく躾するとともに、楽しく食事がで
きることを心掛けているという。学力は目に見え
ないが、食べ物は目に見えるので、食べられなかっ
たものが一つ食べられると、目の前でその子の努
力を褒めることができる。また、縦割り保育の良
さは、１歳児から５歳児までが一つの部屋で給食
を食べるので、年齢が下の子たちがお兄ちゃんお
姉ちゃんの真似をすることである。お箸は３歳か
ら持たせているが、２歳の子もそれを真似してお
箸を持ちたがる。お兄ちゃんお姉ちゃんが良い見
本を見せると下の子たちはみな良い真似をする。
しかし、お兄ちゃんお姉ちゃんがいい加減である

と、下の子たちもみないい加減な態度をとる。誰
が教えるまでもなく、小さい子は真似ることが好
きなので良い真似をさせる必要がある。園には食
べているか遊んでいるか分からない子はいないと
いう。
　園では「やればできる、あきらめない」が園長
先生の口癖であるという。テクニックとしては、
出来る子を先にさせる。園児たちにもプライドが
あって、自分も出来るのではないかという可能性
を心の中に持たせるのである。そのためには上の
子達には厳しく接するのである。何事にもけじめ
が大事であり、食べるときは食べる、遊ぶときは
しっかり遊ぶ、活動するときは先生の方に目と耳
を向ける、今は何をするときなのかをきっちりと
指導するのである。園児たちの人格を形成してい
くために、先生たちの日々の支えや助言がとても
大切なのである。

（4）文化の継承

　パリ市には先述したように様々な美術館があ
り、フランスの文化に触れる機会が多いとのこと
であるが、日本の伝統文化の良さも幼児期から教
育している。お茶会で茶せんを振ったり、書初め
大会や国語の読み書きも行っている。このように
日本の伝統文化を継承しながら、園児たちの集中
力の向上や細かい手の動きによる器用さを磨いて
いる。
　また、フランスは様々な人種が居住しているた
め、園児たちに七五三などの行事の際には、黒人、
白人、黄色人種の絵を壁面に掲げて、様々な人が
地球に住んでいるという基本的な人権教育を行っ
ている。幼児期からグローバルな視点で共生の必
要性を教えるという。相手の国、文化に違いがあっ
て当然であり、これを毎日毎日教え込みながら保
育をする。そうすることで、それぞれの違いを尊
重し、思いやりのある子どもへと成長するのであ
る。
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４．おわりに
　フランスでは保育学校に３歳からほぼ全児童が
通うという。保育料が無料であり、子育てを社会
全体の問題と捉え、誰もが平等に就学前から教育
保育を受けることが可能である。このことは、日
本とフランスとの育児の負担の違いの大きさを感
じる。フランスは自国の将来を守るため、その将
来を担う子どもたちの発達を総合的に保障しよう
という姿勢が、無償、３歳児以上の受け入れ保障、
給食と延長、課外保育システムといった点に現れ、
先進諸国の中でも高い出生率を維持できている理
由であるといえる。
　日本においても幼保一体化の議論を進めるにあ
たり、社会全体で子どもを育て、誰もが安心して
子育てできるように、３歳以上児の保育料の負担
軽減を図ることの検討は必要と考える。財源の問
題もあり保育料を無料にすることは難しいが、就
学前の教育保育が低料金で受けることができれ
ば、保護者の経済的負担の軽減から安心して育児
ができることで、出生率の上昇にも寄与するので
はないだろうか。
　今後、制度が大きく変革し、たとえ保育所と幼
稚園が統合されようとしても、子どもたちが主体
であることには変わりがない。パリ日本人保育園
幼稚園においても、次代を担う子どもたちの将来
を見据えた保育を実践していた。将来の子どもた
ちの姿をイメージし、この乳幼児期の生活で必要
なものは何なのかを意識しながら保育することを
現場で徹底している。幼稚園児と保育園児を分け
隔てることなく、園児たちの最善の利益を考え、
しっかりとした理念のもと保育を行い、保護者、
園児、スタッフ、地域から愛され、かつ信頼の厚
い園である。
　今回、フランスの様々な児童福祉施設を訪問し
たが、保育室の広さや職員配置、きめ細かな保育
など、日本の保育園や幼稚園の方がハード面、ソ
フト面において優れている点も多いと感じたが、
フランスにおいては、就学前の教育を初等教育の
重要な一部分として位置づけ、乳児期幼児期小学

校へと発達の連続性を意識し、基礎的な生活習慣
を身につけることや自分で考え、自立できる力を
養う指導面やシステムに関しては優れていると感
じた。
　今後、ますます多様な保育が求められる中、子
どもの発達の連続性を意識し、また、一人ひとり
の長所を伸ばし未来社会に貢献できる人格を育て
ることが、保育現場に求められているのではない
だろうか。

【参考文献等】
外務省「海外在留邦人数調査統計」（2009年）
厚生労働省「保育所関連状況取りまとめ（2010年４
月１日）」
文部科学省「平成22年度学校基本調査の速報につい
て」「平成17年度学校基本調査」
子ども・子育て新システム検討会議基礎資料「幼児
教育・保育を巡る現状等（データ編）
パリ日本人保育園幼稚園ホームページ
 http://parisnihonjinhoikuenyouchien.com/
大庭三枝「フランスにおける就学前児童の保育状況」
内閣府「平成17年版少子化社会白書」

サンランベール公園にて
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民間団体による政策提案
〜アソシアシオンの社会貢献〜
訪問日　2010年９月27日（月）
訪問先　全国家族協会連合会（UNAF）
説明者　会長　フランソワ・フォンダール氏
通　訳　菊池　隆氏

１．はじめに
　フランスにおける出生率回復の要因の一つとし
て、出産・育児への公的なサポート機能を担う乳
幼児政策に対する公的支出が先進諸国内でトップ
クラスの水準にあることが挙げられる。家族、子
ども向けの現金給付・保育所等のサービス給付・
優遇税制措置の合計で比較すると、公的支出額の
対GDP比はフランス3.79％、日本1.29％という状
況である（2005年）。
　また単に費用をかけているというのではなく、
出産・育児をサポートする制度内容をより実効的
なものとするために、様々な方面から意見が出さ
れ、国民がどのような状況にあり、どのような施
策が必要なのかが議論、検討され、実行に移され
ている。
　ここでは、非政府組織として家族の利益を代
表し、政府や国会へ政策提案をする「全国家族
協会連合会」（Union Nationale des Associations 
Familiales：UNAF）について、諸外国でも例を
見ない特徴的なもので、フランスの家族政策を動
かす大きな原動力ともいえるので、その活動に着
目し、民間団体からの実践的な政策提案が行政に
反映される仕組みや、民間部門に期待すべき役割
について考察する。

２．UNAFの組織及び使命
（1）UNAFの概要

　1945年、臨時政府により、家族関係の諸問
題に対処するためにUNAF設立が決定された。

UNAFは全国組織であり、その傘下に22の州レ
ベルの組織（URAF）と100の県レベルの組織

（UDAF）をもち、これらに参画するアソシアシ
オン（associations：NPOのような組織。詳細は
用語集参照）は8,000団体、参加世帯数では80万
世帯に上る。これは、フランス全体の世帯数（約
2,670万世帯。2006年）の約３％に相当する。

（2）UNAFの使命

　UNAFの活動目的は、様々な分野における家族
にかかわる問題の解決である。その範囲は少子化
対策や人口問題の分野だけではなく、貧困家庭、
高齢者、障がい者、医療・保健、住宅問題、消費
者問題など、文字どおり「家族にかかわる問題」
を網羅して取り組まれている。
　UNAFの使命として、以下の４点がある。
①　フランス国内、国外において家族関係の様々

な組織を代表する役割
　　UNAFは「家族」に関する代表権を法律上有

する機関であり、家族に関する様々な問題につ
いて、国レベルや州・県・コミューンのレベル
で関連組織が意見を集約し、家族の代表（スポー
クスマン）として「全国家族会議」などの場で
意見を述べる役割がある。先進諸国では、一般
的に家族問題に関する議論は雇用者と被用者の
代表が集まって行われるが、フランスでは第三
の当事者としてUNAFも含めて話し合いをす
る場が設けられているのである。

②　家族問題、政策を研究し、様々な諮問に答え、
提案すること

　　法律や制度の検討段階における活動として、
政府や上院・下院から家族政策に関する諮問を
受けて意見を返す役割があり、法案が準備され
る際には必ず諮問がある。また制度導入後の活
動として、国の家族政策を評価する役割がある。
さらに諮問を待たずに自ら提案を行う役割もあ
り、活動の重心としては諮問・答申よりも提案
に重きを置いている。

　　この提案においては、全国的な加盟団体の
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ネットワークを通じ現場での意見を吸い上げ、
また独自の研究施設も有しており、広い意味で
の家族に関するテーマについて政府への働きか
けをしている。

③　政府等から委託された事業
　　政府、自治体から委託された事業を県レベル

の組織（UDAF）と連携して行っている。一例
として成人の法的保護（成年後見）があり、障
がいなど様々な理由で自分の資産を管理できな
い人のためのサービスを受託している。

④　家族の利益が問題となる訴訟における役割
　　家族に対して様々な差別が見られたときに原

告という形で訴訟提起する権限がある。あらゆ
る差別に対抗するためにこの権限を行使してい
るとのことである。

　　最近の事例として、あるコミューンでフラン
ス国籍の親に対して出産手当を出す制度を開始
したところ、これは外国人に対する差別に当た
るとの認識から訴訟を提起し、同じ町で生まれ
た人は同じ権利を持ち、差別をしてはいけない
ということで勝訴した実績がある。

　　上記のような活動を行うUNAFに対しては、
家族手当保険料の0.1％が財源として毎年拠出
されている。

３．UNAF加盟団体（アソシアシオン）の活動
（1）UNAF加盟団体の活動内容

　フランス全体でのアソシアシオンの活動状況と
して、15歳以上の45％の国民が何らかの団体に加
入し、団体数は90万団体にも上るとの調査結果が
ある。その活動分野は文化・スポーツ等余暇活動、
教育・研究、社会活動、権利擁護、地域発展、環
境など多岐にわたる。
　このうちUNAFには8,000のアソシアシオンが
加盟し、それぞれ家族問題に関連する活動を行っ
ており、UNAFは加盟するアソシアシオンを
UDAF、URAFを通じて支援するとともに、実践
的な活動を基にした要望や制度改善に関する意見
の集約をしているのであるが、加盟団体の活動内

容のうち、代表的な分野としては次のようなもの
がある。
　１点目は乳幼児関係の団体で、集団保育所や一
時保育の管理運営を行う団体がある。２点目は高
齢者の在宅サービスを行う団体で、今非常に活発
な展開が見られる分野となっている。３点目は教
育関係で、国による教育と関連する教育やトレー
ニングを行うもの、また日本の塾に相当するよう
な補習教室を行うものもある。
　その他にも親子関係の支援を行っている団体が
あり、親からの要請に基づいて、子どもとの関係
がうまくいかない親に対して実践的なサポートを
提供する団体や、消費者保護の活動をする団体な
ど、家族にかかわる様々な分野の団体が加盟して
いる。
　なお、UNAF加盟団体のうち単独で最も多く
の世帯数を有する団体は「農村家族」という団体
で16万世帯が属しており、その他に高齢者関係の
活動をしている団体で10万世帯を有する団体もあ
る。
　各世帯にとってこれらのアソシアシオンに加入
する意義は、社会をより良くしようという意識で
社会貢献活動のために参加している場合と、団体
のサービスの利用者として加入している場合があ
る。

（2）加盟団体の意見集約

　UNAF加盟団体には、政治的に保守も革新もす
べて入っており、宗教的にはカトリック系、プロ
テスタント系やリベラル的な考えの無宗教団体な
ど多種多様で、いわば加入メンバーがフランス社
会をそのまま反映している状況である。
　このような加盟団体の意見を集約して国政への
提案を行うにあたっては、政治的主張や宗教的立
場の違いが顕著な場合も想定されるところである
が、例えば同性結婚を認めるべきかなど意見の対
立が深い一部の事項を除き、こと家族政策に関し
ては全会一致ではないにしても、かなりのコンセ
ンサスが比較的簡単に取れている状況とのことで
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ある。

４．政策提案の実績と展望
　UNAFがこれまで提案した家族政策で実現し
た成果の一例として、90年代中頃から保育ママの
費用に関する金銭的支援、親の休業保障手当、保
育学校の無償実施などが達成されており、出生率
の上昇に寄与してきた。また2003年にはその施策
をさらに補完、強化し、広い意味で給付を引き上
げる施策も達成した。
　今後の展望としては、権利に関する問題が大き
な活動の中心と捉えられている。例えば里子や代
理母出産における権利、夫婦・カップル間の権利、
離婚の際の権利問題などが近年クローズアップさ
れており、UNAFとしても重要視している。また
人口問題について出生率を更に上げるにはどうす
れば良いのかということはUNAFに直接かかわ
る重要な問題であり、関係機関との検討が行われ
ている。ただし、フォンダール会長の見解では、
乳幼児部門への公的資金のさらなる増額をもって
対処することは難しいとのことであった。

５．国の取組みの評価
　UNAFには国の家族政策を評価する役割もあ
るが、その点について近年の国の乳幼児政策には
良い評価を下している。国家予算を見ても過去15
年間でかなりの予算投下をしており、特に０～３
歳児に関する予算額は1995年時点の50億ユーロか
ら2010年では110億ユーロと増加し、これを見て
もワークライフバランスの保持あるいは改善に寄
与していると考えられる。ただし、保育所の定員
に関しては、全国的にではないが一部地域で満足
できる状況ではなく、今後の取組みが要請されて
いる。
　なお、乳幼児以外も含めた家族施策一般でみる
と課題が残るという評価である。高齢者問題につ
いては、社会の高齢化を背景に介護必要者がどん
どん増えていくため真剣な取組みが必要であり、
UNAFではその対応として施設への入所ではな

く、予算的にも負担が少ない在宅サービスを中心
に進めていくべきという意見を持っている。この
点に関して、政策分野としての高齢と家族の社会
支出を比較すると下表のような状況である。
　また別の視点では、国の地方分権施策の評価と
して、高齢者の在宅サービスが国から県に移った
が、財源が伴っていないので県が苦労し、またこ
の事業を運営しているアソシアシオンも苦労して
いるという実態がある。

６．民間企業との役割分担
　 公 的 部 門 と 民 間 部 門 の 役 割 分 担 に つ い て
UNAFでは、家族政策全般、つまり高齢者、障が
い者、健康保険、住宅といったものが網羅された
意味での家族政策については国が予算措置をすべ
きで、現場での管理はアソシアシオンや民間企業
に委託することが望ましいと考えている。各家族
がサービスを自由に選択できるような現場での管
理が望ましく、アソシアシオンが運営することに
よりボランティアの活用が図れる。また一方で専
門的なサービスが提供されなければならない部分
は、公的機関による管理、チェックが必要である。
　また民間企業について、ワークライフバランス
の取組みを自発的に進める認識を持った民間企業
はまだ一部であり、これに関しては、子どもを持
つ労働者に対して企業がどのような処遇をしてい
るかを観察するアソシアシオンがUNAFに参画
している。近年特に若い親は、企業を選ぶときに

政策分野別社会支出の比較



Ａ班　海外研修

31

ワークライフバランスにおける方策が充実してい
るかを重視するような動きも出てきており、企業
にも今後一層の努力が求められる土壌が醸成され
つつある。
　他に民間企業にかかわる問題として、様々な家
族給付の財源について、企業からの拠出金割合に
ついての議論がある。この点について、企業が労
働者に100の給料を支払えば、税金、家族手当、
老齢年金等々を含めてもう100の持ち出しが必要
となっている。この負担についての国民的な理解、
支持については、競争力に対する支障として批判
的な意見も聞くが、フランスの社会福祉モデルで
は、企業は国民の連帯のため利益の一部を社会還
元することがベースになっていて、一定の拠出は
当然という見方が受け入れられている状況という
ことであった。

７．おわりに
　UNAFによる政策提案の仕組みを見たとき、フ
ランスにおけるアソシアシオンの存在感の大きさ
を感じる。UNAFの国政への影響力の大きさは、
その加入する8,000団体の社会貢献を基礎として
いるものであり、それゆえに法律により「家族」
の代表権を有し、財政的にも公的資金の拠出がな
される特別な扱いを受けていると考えられるので
ある。
　程度に違いはあれ、フランスも日本も出生率向
上が重要課題である。日本においてはフランスの
成功例も参考として公的施策の拡充が望まれる
が、民間部門（企業・NPO）の取組みも欠かせな
い。国民の人口問題に対する危機感や、連帯して
問題解決に取り組む意識は、民間部門による社会
貢献の原動力になると考えられるが、この点につ
いては、出生率の一定の回復を見た現在のフラン
スにおいてでさえ、我が国が見習うべき点が多い
と感じられる。我々市町村においても、少子化問
題に関する危機意識を住民と共有するための努力
を、より積極的に展開する必要があると感じたも
のである。

【参考文献等】
・「OECD Family database（Public spending on 

family benefits）」
・在日フランス大使館「フランスの統計資料2010年

版」
・文部科学省生涯学習政策局「諸外国におけるボラ

ンティア活動に関する調査研究報告書」2007年３
月

・㈶自治体国際化協会「フランスにおける地域振興
とアソシアシオン Clair Report No.344」2010年１
月４日

集合写真
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児童虐待防止の取り組み
について

訪問日　2010年９月28日（火）
訪問先　セーヌエマルヌ県児童社会福祉扶助局
説明者　マリー・ローランス氏
　　　　ソフィア・フランセゾン氏
通　訳　菊池　隆氏

１．はじめに
　近年、我が国の児童虐待の相談・通告件数は、
著しい増加をみせており、全国200か所の児童相
談所によせられた虐待の相談・通告件数は、厚
生労働省が統計を取り始めた平成２年度に年間
1,011件であったものが、その後、年々増加の
一途をたどり、直近の統計がある平成21年度は
44,210件に達している。この相談件数の増加の背
景には、虐待による子どもの死亡などの痛ましい
児童虐待事案が、大きな社会問題となり、児童虐
待に対する社会的関心が高まっている事ととも
に、虐待事案や児童虐待に至らないまでも何らか
の支援を必要とする要支援家庭が増加している現
状がある。日本の児童虐待に対する法整備として
は、主に児童福祉法及び児童虐待防止法があり、
虐待を疑われる場合は、福祉事務所、市町村、児
童相談所に通告され、調査、判定、措置など必要
に応じた支援がなされているが、通告件数の増加
に対する人的体制整備や支援困難事例への対応な
ど、課題は多い。
　フランスの児童虐待対応の特徴として、思春期
教育や妊娠期からの支援を行うPMI（母子保健機
関）、児童虐待対応の中心的機関であるASE（児
童社会福祉扶助局）、フランスに特有のシステム
であり、児童虐待に対する司法的関与を行うPJJ

（児童司法保護機関）が、相互に連携しつつ、そ
れぞれの機関の高度な専門性を活かした重層的な
支援を展開している。今回の視察研修にあたって
は、その児童虐待防止対策の中核をなす児童社会

福祉扶助局を視察することで、市町村職員として
今後の児童虐待防止システムの構築を行う際の一
助となる考察を得たその成果を報告する。

２．視察先の概要
　当初、視察先は、セーヌエマルヌ県児童社会福
祉扶助局のオフィスの予定であったが、視察先担
当者の厚意により、セーヌエマルヌ県において、
実際に児童の保護・更生を行っている施設の見学
も兼ねて、保護更生施設において説明や見学が行
われた。セーヌエマルヌ県においては、今回視察
した保護更生施設と同様の受け入れ施設が32か所

（緊急時対応施設４を含む）あり、社会参加に向
けての様々なトレーニング（造園・左官などの職
業訓練も含む）を受けることができる。今回見学
した施設では、地域の在宅高齢者向けの給食サー
ビスを行っており、施設内のレストランでは、視
察当日も２名の訓練生がそれぞれ調理と給仕のト
レーニングを受けていた。また、フランスの児童
虐待防止システムの中で、非常に重要な位置を占
めるPMI（母子保健機関）担当者の同席を得て行わ
れた。以下に視察先での全体的な学びを述べたい。

３．児童虐待予防におけるPMI（母子保健機
関）の役割

　PMI（母子保健機関）は、1945年の母子保護法
により設置された機関であり、妊産婦に対する心
理社会的支援、０から６歳児の乳幼児に対する健

視察先の保護更正施設
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診や面接・家庭訪問、リスクのある状態（虐待や
家庭内暴力など）にある子供の受け入れ、乳幼児
の感染症対策、思春期教育や思春期にある子ども
達に対する相談など、医療的かつ社会福祉的な幅
広い保健予防サービスを無償で提供しており、地
方において14の出先機関をもっている。また、組
織の管理者が医師となっており、わが国において
は、母子保健事業が市町村に移管される前の保健
所が類似した組織構成であると思われる。
　PMI（母子保健機関）の主な活動としては、妊
娠期（妊娠４か月）から、出産に対する準備が整っ
ている家庭かどうかを把握するための面接や家庭
訪問を行う。また、出産前の定期診断として助産
師を派遣し、把握した家庭を医学的・社会的・心
理的な側面から評価し、必要に応じて、父親に対
する働きかけを行ったり、手当等必要な手続きを
行う支援を行っている。次に、出産をすると、出
産した医療機関とミーティングを行い、その家庭
に対する個別の連絡ファイルを作成する。妊産婦
や新生児が帰宅後、家庭訪問を行い、医師、助産
師、育児専門の看護師、アドバイザーなどのスタッ
フがチームで相談支援を行う。また、０から６歳
まで、継続して健康診査を行い、育児専門の看護
師によるフォローアップが行われ、子どもだけ、
親だけの面接も実施している。このように、PMI

（母子保健機関）は、フランスにおける母子保健
活動の中心的役割であり、乳幼児期における健康
問題の予防的支援と家庭状況の把握を行う第一線
の機関である。把握した子どもの健康に対するリ
スクアセスメントや予防診断の結果、「脆弱な家
庭」に対して様々な保健予防的サービスや家族支
援が提供された後も、その状態が悪化しているも
くしは悪化する危険性がある場合は、ASE（児
童社会福祉扶助局）に通告する是非を検討し、繋
ぐ役割を果している。また、ASE（児童社会福
祉扶助局）の介入によって、親元を離れ、保護さ
れた児童は、統計的に見ても脆弱な場合が多いた
め、保護された後も育児専門の看護師が年に一回、
家庭訪問等を行い、継続して子どもの健康のフォ

ローアップを行っている。また、思春期保健活動
としての学校での性教育や思春期にある子供や親
の問題に対する相談支援をはじめ、自宅に子ども
を受け入れる職業である家族アシスタントの認可
等も行っている旨の報告があった。

４．児童虐待予防におけるASE（児童社会福
祉扶助局）の役割

　児童社会福祉扶助局は、1983年に地方分権化の
法律の中で国から社会福祉一般に関する権限の移
管がなされて設置された、児童虐待の行政保護を
行う中心的機関である。我が国においては、児童
相談所が類似した機能を持つと思われるが、ASE

（児童社会福祉扶助局）は、保護の任務遂行の権
限を負う県知事の管理下におかれ、県レベルでの
児童保護のスキームが定められている。そのため、
要保護児童に対する県として行う保護の一貫性が
保たれているあたりが、我が国における児童相談
所の役割との差異であるかと言える。
　フランスの児童虐待システムには、司法的保護
と行政的保護の２つが大きな柱としてある。子供
に児童虐待のリスクがある場合、市民に通告の義
務が課せられており、通告があった際には、ASE

（児童社会福祉扶助局）が、複数の担当者による
情報収集と、ASEの基準にもとづくリスク評価
を行い、ケースに対する予防的支援や保護の介入
が行われる。そのうち、親の同意が得られない場
合や、緊急性が高い場合、また、非行があった場
合など、司法的保護が必要と判断されるケースは、
PJJ（児童司法保護機関）による司法的保護とそ
の権限が「子ども判事」に付託される。その結果、
刑法上の問題がない場合等の支援や未成年で非行
がある場合の育成的措置については、県のASE

（児童社会福祉扶助局）に再度付託される場合も
あるなど、現実には、複雑なシステムとなってい
るようである。また、ASE（児童社会福祉扶助局）
の大きな役割として、要保護児童や親に対する支
援のコーディネートを行っており、集団的生活を
する施設での受け入れの他、自宅に子どもを受け
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入れる家族アシスタントの調整と相談支援を行う
ほか親と一緒に生活しながら、学校に通ったり、
社会的訓練トレーニングを受けたりする子どもや
親への心理的・社会的支援を通じた家族の再統合
など幅広い機関との連絡調整を行っている。

５．保護が必要な子どもの受け入れについて
　セーヌエマルヌ県では、約3,000人の子どもが
親元を離れ、開かれた環境で保護を受けているが、
そのうち1,200人の子どもは、自宅で子どもの受
入を行う家族アシスタントのもとで生活し、その
残りの子ども達は、受け入れ施設で生活している。
家族アシスタントの認定には、PMI（母子保健機
関）が家庭訪問等でその家庭状況を把握し、適性
を調査するとともに70時間の研修を受ける必要が
ある。また、認定された後も140時間の研修が義
務づけられている。
　セーヌエマルヌ県においては、今回視察した保
護更生施設と同様の受け入れ施設が、32か所（緊
急時対応施設４を含む）あり、社会参加に向けて
の様々なトレーニング（造園・左官などの職業訓
練も含む）を受けることができる。
　今回の視察先は、定員が80名（６名までは宿泊
も可能）、親元で生活しながら日中に通所をする
施設であり、職業的なトレーニングができる更生
保護施設である。施設内のレストランは地域に開
放されており、地域の高齢者に対する給食サービ
スも提供するなど、地域に開かれたものとなって
いる。

６．今後の課題として
　人権の国と言われるフランスでは、歴史的にも
子どもの権利に主眼が置かれ、児童虐待防止シス
テムにおいては、子どもの保護や措置が優先され
てきた。しかし、2007年の子どもの保護に関する
法律の改正では、子ども判事による措置や保護だ
けでなく、児童虐待の予防に力点を置いた支援を
展開する方向性が打ち出された。また、施設入所
による措置ではなく、親を巻き込んだ家族支援の
重要性が高まったとの報告があった。
　我が国でも、虐待行為を行った家庭に、一定の
保護期間を経て、児童が帰宅するケースがあり、
家族の再統合の支援については、その必要性を認
識しているところである。フランスにおいては、
虐待を受けた児童に対する施設整備や家族アシス
タントによる自宅受け入れ等の体制整備がなされ
ているが、再統合された家族機能をどのように評
価していくのか、また、そのフォローアップをい
つまで継続していくべきか、共通の課題があると
考える。また、2007年の子どもの保護に関する法
律の改正では、過去の記録の保存についても強化
し、記録を活用する必要性が定められたとの報告
であった。

７．おわりに
　今回の視察を通じて、フランスの児童虐待防止
システムと我が国の児童虐待防止システムとの共
通点や違いを学ぶことができた。緊急時やリスク
の判断が困難な事例における司法的保護や保護・
更生が必要な児童を受け入れる社会的資源（日本
ではグループホームや里親など）の整備について
は、今後我が国においても強化されなければなら
ない点であると考える。一方、ASE（児童社会
福祉扶助局）やPMI（母子保健機関）については、
我が国においても、それぞれに類似した機関があ
るが、ひとつの機関がもつ裁量の面で違いがあり、
フランスのように、県が大きな権限をもって統一
的な決定を行う事は、現在の制度上、困難である。
いずれにしても、市町村は、母子保健事業や子育保護更正施設内のレストラン
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て支援事業、児童虐待の防止と虐待に対する相
談・支援を行う役割を有している。市町村が、そ
の機能や専門性を独自に高める事で、支援のかな
りの部分は補完されるのではないか。また、市町
村が実施する様々な子育て支援事業や児童虐待防
止施策を評価し、それを体系化する視点が必要で
あると考える。今回の視察で得た学びを、これか
らの活動に生かしていきたい。

【参考文献等】
・平成21年６月29日開催・児童虐待防止セミナー講

演録「わが国の児童虐待防止対策の現状と課題」
講師：関西学院大学人間福祉学部教授　才村　純

・社会福祉法人横浜博萌会　こどもの虹情報研修セ
ンター　平成15年度研修報告書「ドイツ・フラン
スの虐待防止制度の視察報告書」

セーヌエマルヌ県保護更正施設の前で
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全国家族手当金庫による
家族政策の流れについて
訪問日　2010年９月28日（火）
訪問先　全国家族手当金庫（CNAF）
説明者　国際部長　フリップ・ステック氏
通　訳　菊池　隆氏

１．はじめに
　日本では、人口減少に対応すべく少子化対策と
して様々な取り組みがなされているが、家族政
策、子どもの保育・教育、子育て支援に関する施
策が国の各省庁にまたがるとともに、財源構成が
異なる。また各地方自治体により施策対応が異な
る等、体系立った制度にはまだなっていない。
　そこで、少子化対策・社会保障の一環として家
族政策に取り組み、高出生率を下支えしたフラン
スの家族手当について調査する。とともに、公的
制度として導入されているにもかかわらず、国家
が運営するのではなく、CNAF（公益法人全国家
族手当金庫）が運営を行っている背景と、制度の
仕組みや財源の流れ、CNAFと国・地方自治体と
の関係を考察してみる。

２．家族手当の導入と家族政策について
（1）家族手当の導入

　フランスでは、1860年に海軍省の通知により、
５年以上勤務している水兵等に対し、扶養する10
歳未満の子に係る手当が支給された。その後、19
世紀末から20世紀初頭には税関・郵政省の公務員
や準公的部門ともいえる鉄道部門等において家族
手当が給付され、1919年には子どもを持つ全国家
公務員が家族手当の対象となり、1923年には同様
に全地方公務員が家族手当支給の対象となった。
　民間企業においては、初の家族手当創設が1884
年と言われている。1891年にはヴァル・デ・ボア
工場において、経営者の出資による「家族金庫」

が創設され、家族手当の支給が行われた。

（2）補償金庫創設の動き

　19世紀後半から公的部門や一部民間企業におい
て徐々に家族手当導入の動きが始まっていたが、
1918年にはグルノーブルの金属工業において、家
族手当支出の負担を企業間で均等化するための家
族手当補償金庫が創設された。
　以後、補償金庫創設の動きは急速に広がり、
1925年には160金庫、加入企業数１万、労働者数
115万人まで拡大した。この背景には、第一次大
戦の長期化やインフレの進行に伴う家族を扶養す
る労働者の困窮があり、経営側が対応を迫られた。
フランスの家族手当は企業の負担による被用者の
賃金の補完という形で始まったのである。

（3）家族手当制度化の動き

　第一次世界大戦期の1914年から1919年までフラ
ンスの普通出生率は死亡率を下回り、その後出生
率の回復傾向が見られたものの、1929年には再び
死亡率が出生率を上回るなど深刻な状況が生じて
いた。
　この状況を打破するため、家族政策・人口政策
の観点から家族手当を制度化しようとする動きが
生じ、1932年３月に「家族手当法」が公布され、
家族手当は国の制度となった。
　しかし、この家族手当法は、農業者が対象外と
なっていること、家族手当の最低額は定められて
いるものの、各補償金庫の支給水準に格差がある
等の問題があった。
　家族政策・人口政策上、家族手当の充実・改善
が求められ、1939年７月にデクレ・ロワ（政令法）

「家族法典」が制定された。家族法典では、家族
手当の支給対象に全ての雇用主及び自営業者が加
わり、児童を扶養する全ての就業者を対象とした。

（4）戦後の家族給付制度

　戦後フランスの社会保障制度の基礎となったの
は、ラロック・プラン（社会保障計画）である。
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国家主体の社会保障ではなく、被保険者を中心と
した自立的な社会保障制度の構築を目指すもので
あり、社会保障給付の管理運営は社会保障金庫に
一元化するというものであった。
　1945年10月４日のオルドナンス（行政府への委
任立法）でラロック・プランの大枠が定められ、
以後、社会保険、労災補償、家族給付に関する法
律が制定される事になる。
　また、戦後の家族給付制度の出発点となったの
は、1946年８月の法律で、産前手当の創設、家族
手当と出産手当の支給額の増額、単一賃金手当の
一般化と支給額の増額等の内容であった。
　さらに、1948年には家族給付に住宅手当が導入
された。
　そして、1949年２月の法律により、CAF（家
族手当金庫）の独立が保障され、1967年の社会保
障制度改革により、家族手当金庫の全国組織であ
るCNAF（全国家族手当金庫）が設置された。

３．CNAF（全国家族手当金庫）の概要
　CNAFは、事業主代表10名・自営業者代表３名・
被保険者代表13名・有識者４名・全国家族手当協
会連合会５名・職員代表３名の計35名からなる理
事会で構成された公益法人であり、理事会を最高
意思決定機関として運営している。
　国（政府）とは、４年毎に「目的管理契約」を
締結する（例：管理コストの適正化、社会福祉活
動の進展、今後４年間で保育施設定員を20万人上げ
る、家族サービスの質の向上、窓口での待ち時間
を20分以内にする、電話相談には90％対応する等）。
　また、会計については、会計院が監査に入る。
　そして、各県（１～２箇所）に設置されている
123団体のCAFとの間においてもCNAFは「運営
契約」を締結している。また、契約については、
アクションプランがあり、CNAFとCAFが一緒
になりワーキンググループを構築することで、
CAFの情報がCNAFに入り、全国的なまとめを
作ることができる。
　CNAFと地方自治体との直接な関係はなく、

CAFを通じて目標を地方自治体におろしている。
CAFは、地方自治体と「こども契約」を締結し、
保育施設の整備・運営等に関して補助（例：保育
所の運営費の４割はCNAFとCAFから、市町村
が４割、乳幼児の保護者が２割負担）を行なう。
また、各家族に対し、休業中の所得保障や保育費
用補助等の法定給付を行なう。（図１参照）
　CNAFの財源は、６割が事業主の負担金（一般
社会拠出金を含む）、４割が所得税から徴収する。

４．CNAFが行う家族政策のメリット
　第１に、CNAFは事業主・自営業者・被保険者
の代表、各種団体等が運営し社会保障の基を築い
た。その後、国（政府）が介入してきたという歴
史的な経緯があり、政権が交代しても革新・保守
等の政治色に惑わされず、一定の方針のもとに連
続性を維持し中立性を保つことができる。
　第２に、フランスで最大の情報・電算システム
を持っているため、各地方のニーズにあった情報
やサービスの提供ができる。また、管理コストを
抑え、迅速な処理ができる。

図１　フランスの全国家族手当金庫による家族政策の流れ
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５．現在のフランスの家族給付について
　フランスの家族給付は、①一般扶養給付、②乳
幼児養育給付、③特定目的給付に大別される。（日
本の子ども手当に相当するのは、①一般扶養給付
の中の家族手当である）
　フランスの家族手当は、第２子からの支給と
なっており、20歳未満の児童を対象とし、11歳以
上の児童には加算があり、所得制限がない。また、
３歳になるまでは、②乳幼児養育給付の中の基礎
手当が第１子から支給される。そして、３人以上
の子を持つ一定所得以下の家族には①一般扶養給
付の中の家族補足手当が支給される。出産後の休
業や保育サービスの利用に関しては、②乳幼児養
育給付の中の就業自由選択補足手当か保育方法自
由手当等が支給される。（図２参照）

　これら手当の額は、給与の伸びやインフレにス
ライドすることで決まり、全部をばらまくのでは
なく、５つの優先分野を決めている。
　まず第１に乳幼児施策（将来に対する投資）。
家族政策の中で、家庭にいる母親を対象にしてい
たものを、1972年からは働く女性を対象にした。
働く・働かない、子どもを産む・産まないを選択
できるように、手当の支給、保育所の入所、保育
ママ、祖父母の保育に対しても支援を行い、制度
を整備することで出生率の回復に大きな影響を与
えた。
　第２に大家族に対しての施策。３人以上の子ど
もがいる家庭には、大家族手当が支給される。
大家族には貧困の問題が出てくることから、少子
化対策というより貧困対策である。
　第３に住宅手当。子育てをするためには十分な
スペースの住宅が必要なため、住宅手当を支給。
出生率を上げるうえで重要な役割を担っている。
　第４に貧困家庭への施策。ヨーロッパでは貧困
という線引きがされていて、フランスでは月あた
り910ユーロ（103,740円）の収入が貧困の境界線
と言われている。27％の子どもが対象になってお
り、手当の給付で、20％が貧困領域から脱出でき
る。
　第５はひとり親家庭への施策である。ひとり親
の98％が女性一人で子どもを育てている。離婚ま
たは同棲後別れても、男性が養育費を払わない・
払えない事が多く、それをひとり親手当でカバー
している。
　合計特殊出生率については、移民が出生率を押
し上げているとよく言われるが、フランス全体で
2.0％、移民以外のフランス人では1.9％となって
おり、これらの手当や施策がフランス全体の出生
率を上げているとの事である。

６．CNAFの財源維持の問題と今後の課題に
ついて

　財源については心配していない。たとえ国全体
の予算が赤字になっても、家族給付の予算が他の

図２　フランスの主要な家族給付（2009年）
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赤字予算のために削られはしないかと懸念される
が、多分それはないだろう。
　課題としては、出産後３年間の有給・保育休暇
制度である。１年目は支給額をもっと増やし、２
年目は今までどおり、３年目は支給額を減らし、
女性の職場復帰への準備期間、あるいは労働市場
に戻る準備期間として検討していく必要があると
考える。（国際部長の個人的見解） 

７．おわりに
　フランスでは、様々な家族給付や各種施策が整
備され、個人のワーク・ライフ・バランスも重要
視される事で、子どもを産み育てやすい社会環境
が整っており、家族形態の多様性や非摘出子への
法的保護も実施されている。また、子どもを産む・
産まない、出産後女性が働く・働かない等の選択
が自由にできるだけの手厚い手当や施策が整って
いる。
　しかしながら、離婚率の高さや平均婚姻期間（７
年）の短さ、離婚後の子どもの親権・養育費の不
払い等の問題を考えるとき、「子育て」に関する
親の責任やパートナーの協力等について、国民の
意見や見解も伺いたいと思った。
　そして、今の日本でも言えることだが、子育て
支援が親支援中心となっており、子育ち支援は果
たして充分にできているのだろうか？子どもは幸
せなのか？と。子育て支援担当をしている自分に
も問いかけている。

【参考文献等】
・縄田康光著「少子化を克服したフランス ～フラ

ンスの人口動態と家族政策～」『立法と調査』　
2009/10　No.297

・「フランスの家族政策」
 http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?article478  

2010/10/08
・財団法人こども未来財団「フランスにおける子育

て支援とワーク・ライフ・バランスに関する調査
研究報告書」　2008／６

・深澤敦著「フランスにおける家族手当制度の形
成と展開」『立命館産業社会論集』第43号第４号  
2008／３
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ランブイエ市の子育て支援
〜子どもの元気がまちづくりの源〜
訪問日　2010年９月29日（水）
訪問先　ランブイエ市役所
説明者　乳児担当助役　ベッソン氏
通　訳　菊池　隆氏

１．はじめに
　我が国において、少子化対策は急務であり、様々
な対策を打ち出してきているが、出生率の回復の
兆しは見えていないのが現状である。
　こうした中、2010年６月「子ども・子育て新シス
テムにおける基本制度要綱」が少子化対策検討会
議で決定された。要綱に基づき、子ども・子育て
支援のサービス・給付を、子育て当事者のニーズ
に即したものとするため、子育て当事者を含む関
係者が参加するワーキングチームが開催され、幼
稚園と保育所を一体化した「こども園（仮称）」の
具体的な制度のあり方などの検討が行われている。
　同じ先進国でありながらフランスは、少子化対
策のモデル国として注目されている。フランスの
高い水準の出生率の背景には、手厚い家族政策が
ある。少子化対策には、就労と出生･子育ての両
立を支えることが重要であり、フランスは女性の
就労率も高く、子どもをもつ女性が働きやすい環
境が整備されていることがうかがえる。
　そこで、女性の就労率がフランスの平均よりも
高い、ランブイエ市を訪問し、同市の子育て支援
策から、働きながら子育てしやすい環境づくりに
ついて考察する。

２．芸術と歴史のまち
　ランブイエ市はフランスのパリ近郊にあり、ラ
ンブイエの森（面積22㎢）やのどかな田園風景が
広がる緑の多いまちである。
　また、ローマ時代にさかのぼる古い歴史があ

り、多くの遺産がある。なかでも、ランブイエ城
は1375年に建てられ、ルイ16世やナポレオン１世
も利用していた。現在はフランス大統領の別邸と
なっており、たびたび、国際的な交渉の場となる。
1975年には第１回先進国首脳会議が開かれた。
　観光客も多く訪れる、芸術と歴史のまちである。

　人口25,000人のうち、乳幼児から高校生までの
子どもが約9,000人である。
　その乳幼児への様々な支援策に取組む中で、ユ
ニセフから「乳幼児のともだち」との称号が与え
られている。
　同市は、パリへは車で１時間、列車で30分のた
め、パリへ通勤する人も多く、恵まれた自然環境
などから子どもをもつ若い世代が近年、増加して
いる。
　それに対応するため、乳幼児（３ヶ月から３歳
まで）への支援策を重要課題として、市独自の家
族政策を打ち出し取組んでいる。

３．子育て支援
（1）国の施策

　フランスの家族給付は手厚く、子どもをもつ世
帯全体が受給することができる一般扶養手当、出
生に関する手当など、きめ細やかな手当が家族手

ランブイエ市の町並み
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当金庫（CAF）から、継続的に給付されている。
・家族手当

　２人以上の子ども（20歳未満）をもつ世帯す
べてが受給できる基本の児童手当。所得制限が
なく、高所得世帯でも受給することができる。

・育児休暇補償

　子育てのために、仕事を休職した場合の補償
として支払われる。１人目は６ヶ月間、２人目
以降は３年間の休職期間中に支給される。

・保育料手当

　６歳未満の子どもを預けて働く場合、所得、
子どもの人数、保育方法に応じて支給される。

・看護手当

　子どもが病気になった場合に支払われ、低所
得の世帯の場合、子どもの医療費が一定金額を
超えれば、その差額が負担される。

・住宅手当

　家族給付の受給者で家賃を支払っている世帯
に支給される。
　フランスの人口約6,000万人のうち、住宅手
当を受給しているのは約1,100万人である。

　これ以外にも家族給付があるほか、子どもの人
数による税控除や育児休業も法で整備されてお
り、企業も企業内保育所の設置など子育て支援に
取組んでいる。
　また、子どもを３人以上もつ世帯へは、政府が
支給する大家族カードによる支援として、公共交
通機関や各種施設などの割引が受けられる。この
ようにフランスの子育て支援は、子どもを生み育
てる環境が充実している。

（2）ランブイエ市の施策

　同市の予算は、運営費４千10万ユーロ、投資費
15,000,000ユーロである。そのうち子育て支援を
含む教育費の予算は、全体の２％である。
　その財源の負担割合は、家族手当金庫（CAF）
31％、県６％、自治体40％、保護者23％である。
また、フランスの自治体は、家族手当金庫（CAF）

と子ども契約を締結することにより、保育施設の
設備・運営に関して補助を受けており、自治体の
予算を圧迫することなく、保育施設の設置・運営
などの施策の充実を図ることができる。
　日本の自治体では、独自の手当制度の拡充など
を行っているところもあるが、フランスでは国の
政策が充実しているため、自治体は手当制度より
も、市民ニーズを把握するとともに、現状の課題
と将来予測を踏まえた家族政策の充実が主であ
る。
　同市の保育所入所希望満足度は、10年前は18%
だったが、乳幼児への支援を重要施策として、取
組んできたことにより、現在は55%となっており、
結果を出されている。

４．多様な保育制度
　子育てと仕事を両立するにあたり、保育サービ
スは欠かせないものである。
　フランスでは、出産後も仕事を続ける女性が多
いため、多様な保育システムが整備されている。
　就学前教育として、３歳から５歳までの幼児を
対象とした幼稚園や２歳から入所できる保育学校
がある。幼時教育の普及率は高く３歳児からの就
学率はほぼ100%である。
　そのため同市においても、３ヶ月から３歳未満
の乳幼児への保育サービスの充実に取組んでお
り、子どもをもつ世帯が、保育サービスを受ける
ことのできる環境が整備されている。

ランブイエ市庁舎
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　まず、集団的保育施設として、市町村立、県立
の３歳までの乳幼児が対象の保育所がある。保育
士は、歩けない乳幼児５人に対して１人、歩ける
乳幼児８人に対して１人となっている。
　また、自治体や家族手当金庫（CAF）から補
助を受けて、子どもの親が共同で運営する保育所
がある。この他に、一時託児所がある。
　次に、在宅サービスとして、認定保育ママによ
る保育がある。
　これは、在宅での保育サービスを提供する者の
うち、一定の要件を備えた者を登録する制度で、
県の認可が必要である。この認定保育ママが現在
の保育需要を主に担っている。認定保育ママは、
その利用者が雇用し、賃金や社会保険料を負担す
る。フランスでは、家庭的な保育サービスが中心
となっている。
　同市で登録されている認定保育ママは、120人
おり、１人で４人までの子どもを預かる。

　こうした中、同市では2010年４月に、ミニ保育
所をオープンした。アパートの１階の１室（55㎡）
を改装し、保育ルームとベッドルーム２つがある。
保育スペース、衛生面、安全面からも、配慮され
た施設である。そこで、６人の乳幼児を受け入れ
ている。
　ミニ保育所で働く保育ママは、一般保育所で働
くより資格条件を緩和しており、市の職員の位置
づけとなる。また、ミニ保育所のコストは３百万
ユーロで、一般の保育所のコスト３億５千万ユー
ロと比べるとはるかに安価である。
　親の負担割合も、通常の保育施設が23％に対し、
16％であり、また、保育ママに預けるより費用が
かからないことや、安全・安心の観点からもミニ
保育所の設置は望まれている。
　今後の設置場所は低家賃住宅の付近や駅近くに
することで、車をもたない世帯などへの利便性を
図っていくとのことである。
　費用対効果の面からも、ミニ保育所は重要視さ
れており、「これからは、ミニ保育所の時代です」
と、言われた乳児担当責任者の方から、市民ニー
ズを反映した施策への熱い思いが伝わってきた。

５．おわりに
　子どもは次世代を担う宝である。その子育てを
親が負担に感じる背景には、経済的理由、家事・
育児が母親に集中、長時間労働などの要因があげ
られる。少子化対策には、女性の就労と出生・子

フランスの主な保育サービス体系（年齢別）

（資料） フランス家族省、在米フランス大使館資料、藤井
良治・塩野谷祐一編「先進国の社会保障　フラン
ス」等より内閣府少子化対策推進室で作成。

ランブイエ市のミニ保育所

ランブイエ市庁舎前で
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育ての両立が深くかかわっている。
　男女共同参画社会がうたわれ、最近では若い男
性の育児参加も増えている傾向にあるが、世界的
にみると低い水準である。
　６歳未満の子どもがいる夫婦の夫の家事・育児
時間は１日あたりフランス、２時間30分に対し、
日本は１時間である。また、夫の家事・育児時間
が長いほど、第２子以降の出生割合が高いことが
調査結果からもうかがえる。
　仕事と家庭の両立には、男性の家庭への参画を
すすめ、家族のパートナーシップを強化していか
なければならない。
　子どもをもつ世帯への負担軽減、多様なニーズ
に応えるべく保育サービスの種類を増やすなど、
子どもを産み育てやすい環境づくりを、仕事と生
活の調和の観点から整備していく必要がある。
　フランスのように、手厚くきめ細かな家族政策
を即、対応することは難しいが、参考にするべき
ところを検証し、また、子育ての当事者、現場の
関係者等から幅広く意見を聴き、ニーズを的確に
把握し、「子ども・子育て新システム」へ反映す
ることが、少子化対策につながるのではないか。
　少子化対策の主役は、子どもである。その子ど
もが元気に育つための取組み、これが、まちづく
りの根本である。

【参考文献等】
内閣府「少子化白書」
内閣府「男女共同参画社会の実現を目指して」2009. ６
厚生労働省「第５回21世紀成年者縦断調査」
柳沢房子「フランスにおける少子化と政策対応」
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教育制度と子育て支援
について

訪問日　2010年９月30日（木）
訪問先　アルザス学校
説明者　校長　ハング氏
　　　　教育指導員　ブールドー氏
通　訳　菊池　隆氏

１．はじめに
　現在、日本の教育現場では、学級崩壊・いじめ・
不登校そして学ぶ意欲や主体性が欠けた子どもた
ちの増加など、複雑多岐にわたる問題が存在して
いる。
　日本の教育は、「詰め込み教育」から、「ゆとり
教育」へと転換を図ったが、学力低下の問題とと
もに、「ゆとり教育」の見直しが行われている。
日本の教育制度と、フランスの教育制度の違いで、
まず目に付くのは、授業日数の違いである。日本
の小学校は、年230日程度通学するのに対し、フ
ランスの小学校は年160日である。「ゆとり教育」
の見直しが行われている日本と、授業日数のはる
かに少ないフランス。日本のような問題は生じて
いないのだろうか。また、授業日数が少ない中、
女性の就業率も高いフランスで、家庭の負担はな
いのだろうか。さまざまな疑問がわいてくる。
　また、フランスの少子化対策のなかで、多様な
家族形態とワークライフバランスの実現が、大き
な影響を与えている。その前提として、多様性を
認められること、自分の考えに従って行動できる
自律性をもった国民性であることも、重要な要因
と考えている。
　フランスの教育制度を知り、いかに多様性を認
め、かつ自律性をもった人を育成するかについて、
考えていきたい。

２．フランスの教育制度について
（1）フランスにおける教育制度の概観

　フランスでは、ほとんどの学校が国立である。
学費は、義務教育だけでなく、国立の就学前教育、
後期中等教育、高等教育は無料である。
　就学前教育は、３～５歳を対象にして行われ、
保育学校から始まる。義務教育ではないが、保育
料は無料で、３～５歳児の入園率はほぼ100％で
ある。希望すれば、トイレトレーニングが完成し
た２歳児からの入園も可能である。
　義務教育は、６～16歳までの10年間である。
　初等教育は、６～11歳の児童を対象とした小学
校が５年間、前期中等教育は、11～15歳までの児
童を対象とし、中学校で４年間、教育が行われる。
　その後、後期課程へ生徒の振り分けが行われ、
15～18歳まで、後期中等教育が行われる。後期中
等教育は、一般の高校のほかに、職業教育が主に
行われる職業高校に進学する生徒も多い。
　高校の最終学年で、中等教育の終了証であるバ
カロレアという試験が行われ、この試験に合格し
なければ、高等教育は受けることができない。バ
カロレア取得後、希望するものは大学、グランゼ
コール、技術短期大学等に進学する。

（2）フランスにおける初等教育の特徴

　フランスにおける初等教育は、９月から始まる

就学前教育 ２歳～５歳　幼稚園
その他保育所、託児所、保育ママ等

初 等 教 育 ６歳～11歳　小学校

中 

等 

教 

育

前 期 11歳～15歳　中学校

後 期
15歳～18歳　高校・高等専門学校
グランゼコール準備学校（高校卒業
後２年間）

高 等 教 育

大学（学部３～４年　修士・博士課
程は＋１年～４年）
グランゼコール（３年間）
技術短期大学（２年間）
上級技術者養成課程（２年間）
職業専門学校（２～３年）

図１　フランスの教育制度
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３学期制である。１学期は９～12月、２学期は１
～３月、３学期は４～６月である。授業月と、小
休暇、夏休みなどの長期休暇が、一定間隔をもっ
て交互にやってくる。長期休暇の宿題などもなく、
市主催のコロニー・ド・バカンスと呼ばれる、子
どもたちだけが参加するキャンプが提供されるな
ど、さまざまな文化・スポーツ活動をする。日常
的にも、多種多様なクラブ活動が用意されており、
多くの子どもたちが参加している。休みを、単な
る休暇ではなく、様々な体験を通して成長する場
としてとらえ、自治体を中心にその場を提供され
ている。
　週の休暇は、日曜日の他、水曜日で、週５日制
を採用しているところが多いが、一部地域では、
土曜日も休みとする週４日制を採用している。
　送り迎えは、基本的に親が送り迎えをする。子
どもだけで登下校する姿はなく、子どもだけが公
園に遊んでいる姿は見られない。小学生は常に、
親あるいは、学校の先生の監視下に置かれている。
親が仕事の都合で迎えをできないときは、ベビー
シッター等がかわりに送り迎えをする。
　また、運動会・音楽会・学芸会などの学校行事
はほとんど無い。学校はたとえ小学校であっても、
勉強をする場所であり、勉強以外の行事は、ほぼ
皆無である。課外活動もクラブ活動も学校では、
基本的に行われていない。
　最後に、初等教育の段階から、飛び級・落第制
度がある。初等・中等教育を通じて、ごく普通に
行われているため、高校になると、同じ学年でも
生徒の年齢はばらばらになってしまうことが多
い。

３．現地調査先の概要
　今回訪問した、アルザス学校は、1870年に設立
された、宗教色の無い私立学校である。この学校
では、小さい学校と呼ばれる保育学校（４歳～）
から小学校（～５年生）と、大きい学校と呼ばれ
る中学校から高校がある。小さい学校は約600人、
大きい学校は約1,000人の児童生徒が学んでいる。

今回は、小さい学校の校長先生と、教育指導員に
話を伺った。
　小さい学校は21クラス、そのうち、幼稚園は４
クラス存在し、４歳から入園が可能である。
　小学校は週４日制で、月・火・木・金に学ぶ。
午前の授業は８：30～11：30、午後の授業は13：
30～16：30。２時間の休憩時間は、給食と課外活
動の時間にあてられている。
　運営は、国民教育省に認められた配置の職員は、
国民教育省から給料が支払われる。それ以外、独
自で配置している先生や事務員、施設管理費など
は、学費でまかなわれている。学費は、790ユー
ロ（約90,060円）／３ヶ月である。
　学費については、学費免除の児童も若干名いる
が、給食費等含めて、未納の児童はいない。
　多様性を認めることのできるヒューマニストの
育成ということを柱とし、自分の個性を尊重する、
他人の個性を認める、さまざまな個性を認められ
る人を育成することを目標としてさまざまな活動
が行われている。

４．教育指導員の関わりについて
　この学校の特色として、一般的には中学校から
配置される教育指導員を、小学校から配置してい
ることにある。
　教育指導員は、問題のある児童に対して、その
状況を客観的に自覚し、問題解決に向けて話し合
い、取り組むという役割で、いわゆる先生ではな

教室の様子
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く、それ専属で配置されている。
　｢宿題を度々忘れる｣ ｢周囲の子とのトラブル｣
などが問題となるが、まず、学校と保護者と児童
で、現在の状況について客観的に自覚できるよう
話し合いを持つ。その後、児童との取り決め（契
約）をして、ある一定の期間（概ね６週間）かけ
て観察する。問題解決されたか、引き続き観察期
間が必要かどうか話し合われ、必要な場合、同じ
流れで支援が継続される。この流れで、子どもた
ちが責任を持つこと、現状を客観的に自覚するこ
とを、支援していく。場合によっては、居残りや
整理、休日である水曜日に来て始末書を書くなど
の罰の対象となる場合もあるが、いずれにして
も、責任と自覚を促すことを目的としている。
　担任と教育指導員を切り離すことでの役割分担
ができ、子どもや保護者にもわかりやすく、また、
学校を通じて一貫した指導であることも、保護者
の信頼を得ているという。

５．課外活動について
　アルザス学校には、Activityと呼ばれる活動が
あり、夕方あるいは、２時間の昼食時間のうちの
１時間を、その活動にあてられる。小学校２年生
から参加でき、多様な活動の中から、１年間に１
つの種目を選び、申し込みをする。好評なのは、
演劇・サッカー・チェスなどという。それらは、
有償である。
　アルザス学校には放課後児童クラブはなく、保

育学校・小学校の低学年は、保護者の送迎がほと
んどであり、保護者が送迎を行えない家庭につい
ては、祖父母やベビーシッターが送迎を行ってい
るという。
　学校としては、授業日数が足りないという印象
はなく、水曜日や長期休暇も、音楽やスポーツ、
学校では提供することのできない活動の時間とし
て、重要だと捉えていた。
　一般にフランスの公立の保育学校や小学校で
は、授業終了後、働いている親を持つ子どもは、
放課後児童クラブに相当するサントル・ド・ロワ
ジール（直訳で余暇センター）で６時ごろまで過
ごす。サントル・ド・ロワジールは、基本的に保
育学校や小学校の建物内で、自治体職員で運営さ
れ、学校が休みの水曜日や土曜日、長期休暇中に
も提供される。パリ市の場合は、年齢に応じてグ
テというおかしの時間やエチュードという学習の
補助、アトリエ・ブルーという音楽・絵画など、
専門的な活動プログラムがあり、親は参加費とお
やつ代を収入額に応じて負担し、利用している。

６．おわりに
　フランスの少子化対策の成功の背景にあると考
える、多様性を認め、自律した国民性であること
が、教育現場で垣間見たように感じる。
　多様性を認めることができるヒューマニストの
育成に柱をおいた学校の視察のなかで、「自覚を
させる」という言葉が多く聞かれた。教育現場で、
自分だけでなく、周囲の状況も含めて、客観的に
自覚をすること、自己と他者との関係に気づき、
自分とは違う他者の存在を認めることを、日常的
に促しているのである。
　また、授業日数に始まり、フランスの子育てや
教育のなかに、自由な時間が多いことに気づかさ
れる。自由な時間を、どう使うのか、何がしたい
のかを、与えられるのではなく、自ら選択する機
会も多くあることがわかった。
　アルザス学校では、「なぜ学校にくるのか」「学
校にくる価値があるのか」というところから子ど

ハング校長へのヒアリングの様子
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も自身が考えている。日本もフランスも、小中学
校は義務教育であることには変わらないが、義務
教育だから通うのではなく、自分の意思をもって
学校に通っている。
　日常の中で、子どもが考え、表現し、行動する
機会が、とても多く、自律した人への道すじがそ
こにあるような気がした。
　同学校は私立学校のため、放課後児童クラブも
なく、課外活動については、視察することはでき
なかったが、私立学校とはいえ、日本に比べ非常
に安価であることの他、一般には放課後児童クラ
ブや課外活動が非常に安価で、またさまざまな種
類のものが提供され、利用しやすいということも
わかった。
　多様な人種、生活、家族形態等、多様な出産・
子育てを求めるフランスにおいて、それを認め、
それを実現できる経済的支援や保育制度の充実
が、出生率の向上した原動力といえる。
　フランスでは、学校教育だけでなく、自治体か
ら提供されるさまざまな活動が、ゆとりのある教
育の中で、多様な教育・子育てを選択することが
できる。休みが多いと、家庭の負担が増大するの
ではなく、それぞれの家庭の子育てが選択できる
仕組みになっている。多様性を認め、自律性を持っ
た人の育成と、多様な子育てを可能にする政策の
存在。それが、教育現場からみた、出生率回復の
要因の一つではないかと感じた。
　未来のある子どもたちが、今学ばなければなら
ないことは何か。ゆとり教育の見直しの中、ゆと
りの使い方について、改めて考えなければならな
い。

【参考文献等】
・財団法人こども未来財団「フランスにおける子育

て支援とワーク・ライフ・バランスに関する調査
研究報告書」　2008／６

・大庭三枝「フランスにおける保育学校（L’ecole 
maternelle）の果たす役割 ―小学校への接続教育
と子育て支援―」

・「フランスの保育・教育制度と子育て」
 http://www.esri.go.jp/jp/archive/hou/hou020/

hou12d.pdf

集合写真
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出生率維持に関する取り組み
〜持続可能な戦略分析〜

訪問日　2010年９月30日（木）
訪問先　戦略分析センター
説明者　マリン・ボイソン氏
通　訳　菊池　隆氏

１．はじめに
　1990年、「1.57ショック」。我が国の合計特殊出
生率が過去最低を記録した。これを契機に、子ど
もの数が減少傾向にあることを問題として認識
し、子どもを産みやすく、そして育てやすい環境
づくりに向けた対策が始められた。1994年には「エ
ンゼルプラン」が、1999年には、保育サービスば
かりでなく、雇用、母子保健、相談、教育などの
事業も加わった「新エンゼルプラン」が策定され
推進された。その後、子育て家庭を社会全体が一
体となって総合的に取り組むこととされ、2004年
には、「子ども・子育て応援プラン」が、2005年
には、「次世代育成支援対策推進法」が施行された。
この法律により各地方自治体では数値目標を掲げ
た次世代育成支援行動計画が策定され、あらゆる
取り組みが行われている。
　しかしながら、2009年の合計特殊出生率は1.37
と人口置換水準に遠く及ばず、高齢化社会と相
まって、益々、厳しい社会が我々を待ちかまえて
いる。
　このような状況を改善するため、今年の６月に
は、国が「子ども・子育て新システムの基本制度
要綱」を制定した。この制度を見ると先進諸国で
少子化問題を克服し、合計特殊出生率が2.0と高
い水準で維持しているフランスを参考にしたこと
が伺える。
　そこで、我々は、フランスの国家戦略を担う戦
略分析センターにおいて、これまでの取り組みと
今後の見通しについて調査を実施した。

２．戦略分析センター
　戦略分析センターは、2006年の執行政令をベー
スに設立された比較的新しい組織であり、リスボ
ン戦略の枠組の中で長期的な戦略に取り組んでい
る。
　また、当センターは、首相直属の機関であり、
経済・社会・環境・文化などあらゆる部門に関す
る政策の提言や実行を補助しており、次の４部門
により構成されている。

①　経済、財政、業務部門
②　調査、技術、持続的発展部門
③　労働、雇用、職業訓練部門
④　社会問題部門

　当センターは、約150人の職員で組織され、全
員が公務員ではなく、大学の研究者などもいれば、
関係省庁からの出向者もおり、行政とは一定の距
離を置いた存在である。
　また、教育・保育に関する報告書の作成や様々
なシンポジウムの開催など、活発な活動がなされ
ている。
　この他、当センターの局長などは、主要な関係
省庁の各種協議会のメンバーとなっており、各省
庁の利害に捉われることなく、グローバルな視点
から色々な提言を行っている。
　このような中で、当センターが行った分析をも
とに、20万人分の保育施設が不足しているとの警
鐘を鳴らした。この20万人分の保育施設が不足し
ているということは、関係省庁や地方自治体、全
国家族協会連合会などには、耳障りな問題である。
しかし、今や20万人の保育収容能力をアップさせ
ることが、政府の数値目標とされ、その取り組み
が着実に実行されており、当センターとして成果
を上げている。

３．20万人の潜在的待機児童
　高い出生率を維持しているフランスにも20万
人分の保育施設が不足していることがわかった。
我が国においても、保育施設を充実させる取り
組みが行われており、2010年４月の保育所数は、
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23,068か所。保育定員数は、2,157,890人と年々増
加している。従って待機児童解消の取り組みが進
んでいるようにも見えるが、待機児童数も年々増
加している。これは、潜在的待機児童が存在する
からである。潜在的待機児童数は85万人にも達す
ると言われ、保育所定員を増やしても新たに潜在
的な需要が喚起されることにより、待機児童数が
増加することになる。
　フランスでは、この潜在的待機児童の解消に対
して様々な政策が実行されている。その具体的な
例として保育ママの規制緩和である。保育所を設
置するには非常にコストがかかり、柔軟性に欠け
るため、保育ママが非常に重要な役割を果たして
いる。その保育ママになる資格を取得しやすくし
たのである。また、この場合、保育スペースを確
保するための改造資金なども金利ゼロで融資して
いる。この他、ミニ保育所の設置や企業内保育施
設の充実などにも取り組んでいる。企業内保育施
設を整備した場合は、タックスクレジットとして
法人税が安くなる制度を設けている。
　我が国でも「子ども・子育て新システムの基本
制度要綱」では、小規模保育サービスとして「少
人数を対象とするきめ細やかな保育」としてミニ
保育所の設置や「家庭的な環境の提供（主に３歳
未満児を対象）」として保育ママ制度を取り入れ
ている。この保育ママ制度では、保育ママの要件
を保育士以外の一定の研修修了者にも資格を与え
ることができ、フランスと同様に要件を緩和して
いる。また、事業所内保育サービスとして、「子
育てをしながら働く労働者が安心して仕事と子育
てを両立できる環境の整備」にも取り組むことと
されている。このように、フランスと同様に我が
国においても、様々な保育サービスの充実が検討
されている。しかし、保育サービスだけでは、出
生率の回復は望めない。
　この他、フランスでは、女性が自由に就労と子
育てを選択できる制度や手厚い家族給付制度が
整っている。

４．女性の就労率と出生率
　女性の就労率と出生率には、相関関係があると
いうことは、様々な調査で明らかになっている。
女性が働くことにより、出生率が低下するという
ものではなく、フランスは、女性の就労率と出生
率がともに高い。我が国における2009年の女性の
就労率は、「25～29歳」（77.2％）と「45～49歳」

（75.3％）を左右のピークとし、「35～39歳」を底
とするＭ字型カーブを描いている。これは、女性
が結婚、出産により職を離れ、子育てがひと段落
ついた後に、再び職に就いていることが伺える。
　しかし、フランスにおいては、逆Ｕ字型になっ
ており、出産・育児期においても退職せず、育児
休暇等の取得や保育サービスの活用により就業を
継続していることが伺える。また、第２子の出産
に関しては、第１子の誕生後、仕事上の問題が生
じなかった場合は、第２子の誕生に結びつくこと
が多いという結果が出ている。さらに、育児休暇
に関しても、３年間取得することが出来る。また、
女性の職場復帰をより容易にするため、出産後１
年間は完全休暇とするが、２年目はパートタイム
的な就労など職場復帰がスムーズに進むようにさ
れている。このようにフランスは、出産後も女性
の選択肢に合わせた働き方ができるように確保さ
れている。

５．家族政策
　フランスでは、全国家族手当金庫を通じて、家

マリン・ボイソン氏
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族手当をはじめ、非常にきめ細やかな手当があ
る。代表的な家族手当は、２人以上の子どもを養
育する場合は、20歳になるまで所得制限なしで毎
月支給され、また子どもの数が増えると給付額も
増え、子どもの数が多い家庭に手厚い給付となっ
ている。また、所得税は世帯単位で課税され、Ｎ
分Ｎ乗方式が採用され、子どもの数が多いほど税
制上有利となる。
　我が国でも、2010年度に中学卒業まで所得制限
なしに月額13,000円の「子ども手当」が支給され
ることになったが、フランスに比較すると充分で
あるとは言えない。
　ただ、フランスの給付制度は、子どもの数が増
えると大きな役割を果たすが、第１子、第２子に
関しては、これらの経済的サポート以上に影響力
があるのが、婚外子を容認できる土壌である。

６．婚外子
　結婚の形態に対する見方が世間的に厳しい場合
は、出生率が低下するというのが、様々な調査で
明らかになっている。フランスでは、婚外子に対
する差別がなく、一般的に受け入れられている。
2006年には、婚外子の割合が50.5％と半数を超えた。
　我が国の婚外子の割合は、欧米諸国と比較する
と極端に少ない。全体の2.1％でしかない。これは、
婚外子に対し子どもの相続権（非嫡出子は嫡出子

の２分の１）など法律上でも明確に区別されてい
る上、一般的にも婚外子に対する偏見があること
は否めない。
　フランスでも従来は、カトリック信仰により、
いわゆる家族主義が社会の基盤であった。しかし、
1968年の５月革命を契機に1970年代から家族制度
が大きく変わった。1999年にはPACS（民事連帯
契約）が導入され、税額控除や社会保障など、結
婚に準じる権利が付与され、結婚の必要性が低下
した。結婚は家族形成の「必要条件」ではなく、「選
択枝」の一つとなった。
　このように、家族主義から個人主義へと政策転
換を図りながら、子どもの福祉については、社会
全体で支える制度が確立され、出生率の回復に繋
がった。しかし、離婚に伴うひとり親家庭の増加
など新たな課題もある。

７．ひとり親家庭の増加
　同棲やPACSなどは、結び付き易いが離れ易く
もある。片方の意思だけで契約を解消できるた
め、フランスでは、３件に１件が、パリに限れば
２件に１件は離婚をするという。このように、離
婚によるひとり親家庭の増加や再婚などで誕生す
る「複合家族」における親権行使のあり方などが、
新たな課題となっている。
　そこで、離婚に関しては「家族仲裁者」が子ど

～ 69 年 家族除数制度（Ｎ分Ｎ乗）の導入（45年）
夫婦別産制の導入（65年）

70 年 代

親子関係上の自然子（婚外子）法的地位の差別撤廃（72年、79年）
成人年齢の引き下げ（21歳から18歳へ）（74年）
避妊用経口ピルの解禁（窓口販売許可）疾病保険の適用開始（74年）
中絶法（74年）
離婚事由の拡大と手続きの簡素化（75年）

80 年 代

自然親子関係における立証方法の拡大（82年）
妊娠中絶費用の疾病保険適用（82年）
家族に関する法律制定（86年）
共同親権（離婚した両親に認可、自然子両親には容易化）（87年）

90 年 代
親権共同行使の原則化（自然子両親には条件付で自動化）（93年）
家族除数制度改定（事実婚内カップル優遇の排除）（96年）
PACS（民事連帯規約）（99年）

フランスの家族制度の変遷
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もの将来が脅かされないよう離婚後の問題に関し
仲裁などを行っている。これらの資金についても
全国家族手当金庫が財源を提供している。
　ただ、そういった取り組みがなされているが、
ひとり親家庭には、様々な問題が残る。特に所得
の低い社会層では、ひとり親家庭になることによ
る負担が増えるのは女性の場合が多い。こういっ
た女性が自立できず、生活保護など社会福祉に頼
ることになれば、貧困家庭となってしまう。出来
れば、このようなことは避けるべきであり、女性
の自立を促す意味においても子どもの保育手段を
充実させることが必要である。
　その点において、我が国では離婚率は増加して
いるものの2009年で2.01％とフランスと比較する
と少ない。しかし、ひとり親家庭では、経済的に
十分とは言えず、新たに教育の格差が問題となっ
ている。

８．おわりに
　我が国でも、少子化が問題視され、出生率を回
復しなければならないというのは共通の認識であ
る。しかし、具体的に出生率が回復する見通しは
立たない。国がフランスを参考にした「子ども・
子育て新システムの基本制度要綱」を着実に実行
すれば、出生率は回復するのであろうか。
　今回の研修において、フランスの出生率が回復
し、今なお高い水準を維持できている一番の理由
をボイソン氏は「女性の自由」であるという。こ
の言葉が非常に印象に残った。女性の生き方・働
き方に応じて様々な選択ができる状況になって始
めて出生率が回復するという。
　我が国では、「女性が子どもを産みたい」と考
えれば、まず結婚ということになる。これは、嫡
出子など法律上の区分だけでなく、日本社会の風
潮である。また、最近では、育児をする男性が増
加しているものの、出産後において会社を退職し、
育児をするのも圧倒的に女性が多い。確かに、結
婚・出産において女性は個人としての自由をなく
し、子どもや家族のために自らを犠牲にしている

のかもしれない。しかし、女性の自由が尊重され
るフランスにおいて、離婚によるひとり親家庭な
ど、新たな問題が生じていることも見逃せない。
ただ、女性が自由に選択できる社会の実現は必要
であろう。
　そこで、社会全体で子育てを支援する仕組みが
重要となる。出生率の回復には、一つの政策で実
現するものではなく、保育政策・教育政策・雇用
政策・男女共同社会政策などあらゆる政策が、出
生率を回復するという目的をもって一貫した取り
組みがないと、効果は発揮されないだろう。また、
国及び地方自治体だけではなく、企業や地域社会
などあらゆる組織の協力も必要不可欠であり、国
民全体でこの課題に取り組む姿勢が必要となる。

【参考文献等】
・NOTES0605−6号「先諸国における婚外子増加の

背景」（http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/note/ 
notes0605.pdf）

戦略分析センター前でボイソン氏と
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お わ り に

　フランスといえば、18世紀のフランス革命を乗
り越えて、「自由・平等・友愛」を勝ち取り、諸
原理が今も強く息づいている。これらの思想は、
フランス国旗のトリコロール（青は自由、白は平
等、赤は友愛）にも象徴されているという説もあ
る。フランスの憲法は「人民の、人民による、人
民のための政治」を原則に掲げ、「共和国、法の
前の平等」と「国民主権」「政党活動の自由」を
それぞれ認めている。この憲法を基にさまざまな
法律や制度がおこなわれ、その時代に即した見直
しや改正などが柔軟におこなわれている。こうし
たフランスのあり方は、数多くの戦いと革命の歴
史に翻弄されながらも、乗り越えてきた人権の国
として国民性を強く感じた。

　フランスから日本を振り返り、両国において社
会が抱える問題点には幾つかの共通点が見られ
た。少子化、家族形態の変化、児童虐待、保育所
待機児童問題である。これらは各視察先において
施策や、今後の方向性、問題点を聞くことができ
た。しかし、それ以上に現場の責任者の生の声を
聞けたのが、海外研修でしかできないことであり
大いに有意義であった。以下にその一部を紹介し
たい。

○共生、共に生きていく。相手の国、文化を尊敬
する。違いがあって当然。これを今のときから
わからせる。そういう保育を毎日毎日している

（パリ日本人保育園幼稚園　玄武良子）
○保育ママを利用しやすいように金銭給付をする

こと、親が最大３年間育児休業を取得し、その
間の休業給付をすること、３歳児を含めて保育
を無料にすること、フランスの合計特殊出生率

が上がったのはこれらの結果である。（全国家
族協会連合会　フランソワ・フォンダール）

○増加する問題、例えば幼児虐待などへの手厚い
対応。セーヌエマルヌ県母子保健機関では、妊
娠している女性に「母子保健機関はあなたのた
めに動く」という通知をする。（セーヌエマル
ヌ県児童社会福祉扶助局　マリー・ローランス）

○国の機関ではないことから政治的に中立性を維
持できる。革新、保守、政治色に惑わされずに、
ある一定の方針のもとに中立性を保ちながらフ
ランスにおける家族政策を推進できるという特
徴を持っている。（全国家族手当金庫　フリッ
プ・ステック）

○フランスでは女性が就労、社会進出することが
当然である。ドイツでは子どもは家で育てろと
いう雰囲気であるが、フランスでは妻が家にい
ると、どうして家で育てるのか。母は働かず怠
けているのではないかという雰囲気である。（ラ
ンブイエ市　ベッソン）

○学校と家族の繋がりは非常に強い。しかし、家
族生活を学校が代替する訳ではない。あくまで
も学校は学校。親が非常に忙しい生活をしてい
る親は学校に全てを任せるが、学校の役割から
は離脱している。（アルザス学校　ブールドー）

○女性の自由度の高さ。出生率に関しては、出生
率を妨げるものを除去することによって出生率
が上がるかということは、必ずしもそうではあ
りません。出生率を上げるには、「女性の自由」
というのが基本です。（戦略分析センター　マ
リン・ボイソン）

　海外研修を通じて私たちが一番強く感じた相違
は、歴史や文化の違いから見られるのは当然のこ
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とだが家族政策や家族定義の違いである。
　各現地調査報告でも詳しく述べているが、フラ
ンスの政策の中でも家族政策は格別の意味を持っ
ており、政治や公的機関や社会的に家族が取り上
げられている。その取り上げ方において、日本と
は違い特別の地位を有しているといえる。他の諸
国と比べると、フランスの家族政策はその必要性
はより明白なものと認識され、かつ雇用、住宅、
教育などあらゆる分野を包括している。

　フランスの家族政策は、資金もさることながら、
家族政策を担当する公的組織が制度化されている
ことや、家族関係の団体（アソシアシオン）が存
在していることなど、「公」と「私」をこえてバ
ランスよく融合しており、地方主権の中で施策が
社会を活性化し、真の「参画」しているところが
大きな特徴がある。
　フランスは20世紀の初めに社会政策が浮上して
くる過程で家族政策が政策課題となった。その中
でも、19世紀にフランスの出生率が他の国より
減ったことを背景として、出生が重要なテーマと
なっていることもフランスの特徴である。現時点
でもフランスの出生率が他の欧州諸国より高いに
もかかわらず、出生は関心の高い政策課題となっ
ている。

　日本においては、2010年６月29日にフランスの
全国家族手当金庫のように、財源を一元的に管理
する内容を盛り込んだ「子ども・子育て新システ
ム」の基本制度案要綱が制定され、2013年度の本
格施行に向けて段階的に実施予定されているとこ
ろである。
　日本もまた社会構造やライフスタイルの急激な
変化、価値観の多様化により離婚・非嫡出子によ
るシングルマザーや子どもを連れての再婚の増加
など、家族形態の変化が著しく家族や子どもを取
り巻く環境も大きく変容している。
　フランスと日本との違いには宗教的、歴史的な
背景が大きく影響しており、安易に比較ができな

いのはもちろんのことである。ただ、支えるべき
人たちの現実をしっかりと見据える目と、その現
実に応じていく上での専門性、変化にすばやく対
応する柔軟性は、共通して不可欠なものである。
海外研修を通じて、フランス人の誇りに触れるこ
とにより、これからの児童福祉施策の方向性につ
いて、新たな視点と多くの示唆を与えてもらった。

　最後になりましたが、ご多忙の中、心温まる対
応をしてくださった視察先の皆様、事前・事後の
研修で私たちに対し様々な助言とご指導をしてい
ただき、最後まで完璧にサポートしてくださった
西村先生、現地ではバス中でも現地情報と見事な
通訳をしてくださった菊池さん、そして、海外研
修という、多くを学ぶ機会を与えていただいた
マッセOSAKA及び研修派遣自治体の皆様に深く
感謝申し上げます。ありがとうございました。

集合写真
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「子ども・子育て支援」への移行
〜フランスの子育て支援の多角的政策について〜

Ｂ　　班

　我が国では2006年をピークに人口減少となり、
先進国としてどの国も経験をしていない社会を迎
えている。このような人口減少を生み出した理由
は、少子化である。
　現在の人口を維持するために必要とされる合計
特殊出生率（以下、「出生率」という。）は約2.1
とされているが、日本の出生率は1.37（2009年）
である。
　1989年に丙午年（1966年）の出生率を下回った、
いわゆる「1.57ショック」により少子化問題が深
刻なものとして受け止められるようになってか
ら、ようやくさまざまな対策が取られ始めた。し
かし日本の児童・家族関係社会支出額の対GDP
比は年々増加しても出生率は低下し続け、2005年
には1.26まで落ちこんだ。
　その後、2008年までわずかに回復し、微増して
いたが、同年のリーマンショックからの世界的不
況も相まって、社会的・経済的不安は改善されて
おらず、今後の出生率にも影響を及ぼすと予想さ
れている。
　出生率の低下は、人口減少につながり労働市場
の低下を招いている。さらに労働人口の減少は、
市場の減少となり生産性を低下させ、また高齢者
率の増加に伴う社会保障の負担率の増加につな
がっていくなどの負の連鎖が起こっている。
　このような中、内閣府によって、平成22年度版

「子ども・子育て白書」が策定された。この中で、
これまでは「出産奨励」という視点からの政策で
あったものが、「子ども・子育て支援」へと移さ
れている。これまで“個人”に掛かっていた負担、
家族や親が子育てを担うという考え方が、社会全

体で子育てを支える、個人の希望を叶えるという
意識に変わろうとしている。
　この考え方は、今回の視察先であるフランス
の政策と重なる部分があるように思う。

　フランスでは、すでに人口減少が19世紀から始
まり、当時から人口増加策が行われるべきという
主張がされてきた。そして人口減少は国力の低下
につながるという考えのもと、早くから人口構造
バランスを考慮し、「家族政策」が国内での重要
施策として捉え、戦後すぐから本格的な実施に取
り組んできた。
　特に1993年に出生率が1.66まで落ち込むと、1994
年に国レベルで「家族政策」についての方針を決
定する年次家族会議の開催が定められた。また、
制定された法律についても、その中に課題や不備
が発見されれば、新しい法律が施行される、ある
いは一部が改正されるなど、解決に向け速やかな
対応を行っている。
　その結果、出生率の回復は困難であると考えら
れていたにもかかわらず、フランスではアイルラ
ンドと並んで出生率の高い国となり、2006年には
2.0まで上昇することとなった。
　それでもフランスでは、まだこの出生率では少
ないと言われている。
　以上の社会背景の中で、フランスでの施策とし
て、育児へのサポートが多いと感じた。
　例えば、家族手当は、出産したときや養子を迎
えたときの出産／養子手当、病気や障がいのある
子どもの付き添いをするため仕事を一時中断する
ときに支給される親付き添い日当手当、６から18
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歳までの子どもに対し新学期ごとに支給される新
学期手当など、手厚く整備されている。
　また託児機能についても、1970年には集団保育
施設の増大策を打ち出したが、その受け入れが困
難になると、それに代わるものである、認定保育
ママや家庭での託児に対する措置が強化されてき
た。集団託児所＝保育所についても、多様な形態
の託児所があり、保護者がその就労形態等によっ
て、どこに子どもを預けるのかを自由に選択でき
るようになっている。
　さらに保育に係る費用は、例えば保育学校では
無料であり、また教育費についても公立であれば
小学校から大学までは無料で、保護者の育児に対
する負担は日本と比べて軽いものとなっている。
　その他の社会的支援として、フランスでは子ど
もが３歳になるまで育児休業が取得可能である。
希望する保護者はだれもが取得が認められてお
り、育児休業を認めない企業はないなど、社会通
念的にも育児休業取得は当然の権利として認めら
れている。
　フランスでは、少子化に対する問題意識は高く、
また、子育てに関しても「個人」ではなく、「社
会全体」で支援を行っていくという意識が根底に
ある。これは我々が目指すところに近いものであ
ると考える。
　今後、これ以上の少子化の進行を止め、我が国
や我々市町村の子育て施策に合った「子ども・子
育て支援」を進めるために、高い出生率を維持し
ているフランスの家族政策は参考となるところは
多い。
　子どもを安心して産み、育てられるための、手
当や託児環境、教育、保健医療といった直接的支
援、また育児休業などの権利や、親が子育てをし
ながら働き続けるための労働環境や育児環境と
いった間接的支援など、多岐にわたる分野につい
てフランスでの具体的な手法や成果について、次
の日程で各地を視察した。

９月27日（月）
　《午前》 サノフィ・アベンティス社
　《午後》 ポール・フォート小学校
９月28日（火）
　《午前》 セーヌエマルヌ県児童司法保護局
　《午後》 パリ市15区役所
９月29日（水）
　《午前》 ヴァルドワーズ県・母子保護局
９月30日（木）
《午前》 危険状態にある子どものための全国研

究所
　《午後》 ドニスギャロン・ルドテック
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仕事と家庭生活の調和のために
〜企業内保育所からみえてくるもの〜
訪問日　2010年９月27日（月）
訪問先　サノフィ・アベンティス社
説明者　デルフィーヌ・ヴァルティエ氏
通　訳　大関　達哉氏

１．はじめに
　フランスが国民の「子どもをもつなら２人以上」
という希望をかなえることが可能な社会となった
要因のひとつとして、雇用主の果たす役割が大き
く寄与していると考えられる。それは、家族政策
を含む社会保障の仕組みを、先進諸国の中で最も
高い割合の社会保険料の事業主負担で経済的に支
え、仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス、以下WLBという。）を図れる土台となっ
た週35時間労働を達成しているからだ。
　日本では未婚男女の90％が結婚を希望し、既婚
者及び結婚を希望する未婚者の希望する子どもの
数の平均は男女とも２人以上である１）。それにも
かかわらず、１人の女性が出産する子どもの数が
国民の希望する数に達していない要因として、
①　出産を機に離職する女性の割合が70％となっ

ており、仕事か家庭かを迫られる状況にある。
②　男女ともに長時間労働の場合育児不安から出

産意欲が弱まる。
③　収入が低く雇用が不安定な男性の未婚率が高

い。それは、経済的に安定した生活の確保が無
ければ、結婚・出産をひかえるという非常に常
識的な意識がはたらいている。

と考えられていることから２）、労働環境の影響は
大きいと言える。
　フランスの国民1人あたりのGDPは常に日本よ
り少し高い数値で推移している。フランスの雇用
主がいかに従業員のWLBを支援し、企業の競争
力や生産性を保ちながら費用対効果とのバランス

を取っているか、また国の企業への支援の在り方
を探ってみた。

２．フランスの家族政策と労働環境の概要
（1）家族政策の財源

　フランスの家族関係支出は、対GDP比の3.02％
で、スウェーデンの3.54％に次ぐ規模となってい
る。ちなみに日本は0.75％である３）。一方でこう
した支出が可能となっている背景には、国民所得
比60％を超える高い国民負担率があるが、フラン
スで特徴的なのは事業主からの拠出金を主な財
源とする給付制度となっていることである。「全
国家族手当金庫（CNAF）」が運営を行っており、
家族手当だけでなく育児休業中の手当や保育費用
の補助など家族政策を幅広くカバーしている。こ
のような事業主の負担には歴史的な背景があり、
賃金を低く抑えるために19世紀の末に民間経営者
の主導で家族に対する手当を支給したのが始まり
である。その後従業員の子育て費用に対する経済
的支援は、国家が企業にとって代わり社会保障制
度としての家族給付を通して行うようになった。
1932年には「家族手当保障金庫（現在の全国家族
手当金庫の前身)への加入が雇用主に法的に義務
付けられた。

（2）労働環境

　WLBには欠かせない要素としての労働時間は、
フランスでは管理職や自由業（弁護士、医師など）
には適用はないものの、法定で週35時間となって
いる。2002年から導入を開始され毎年次ほぼ達成
されている。法定の年次有給休暇は25日であり、
出産及び子育て関連にかかる休暇は労働法の規定
で８種類ある。日本に無いものとして、養子休暇

（養子を迎え入れるための休暇）がある。

３．サノフィ・アベンティス社の取り組み
（1）会社概要

　サノフィ ･アベンティス社は、パリに拠点を
置き110カ国に事業展開するバイオテクノロジー
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および製薬の企業で、従業員105,000人を擁する。
2009年の連結決算では医薬品企業で世界第３位、
欧州では第１位となる293億ユーロの売上高を計
上しており、年間成長率が6.3％となっている。
フランス国内の従業員数は28,000人で男女の構成
比率は同じである。日本にも東京にグループの一
部があり、2007年４月に次世代育成支援対策推進
法にもとづく「社員の育児と仕事の両立を推進し
た企業」に認定されている。

（2）同社の労働環境

　勤務時間は、10時までに出勤し、16時以降に退
社をするフレックス制を導入している。子どもの
送迎が必要な親がこの制度を活用している。中に
は、子どもの学校の休みのためや、自分がスポー
ツを行うためにパートタイムにしている従業員も
いる。フランスのパートタイム賃金のフルタイム
賃金に対する比率は時給ベースで81％４）なので、
日本の48％と比べると働き方を自分の生活と合わ
せる選択も可能となっている。
　休暇は、出産や父親休暇などの法定の休暇に独
自で日数を加えているほか、法定休暇以外の休暇
制度を設けている。ほとんどの社員が全て消化し
ているそうである。ただし、有給での休暇は限ら
れている。
　法定労働時間が週39時間から35時間になったと
きにはその差の４時間分を解消するための有給休
暇を設けて調整した。あくまでも、人で補充する

のではなく、仕事の中身を精査し合理化して生産
性をあげることで労働時間の短縮を達成したよう
である。

（3）企業内保育所

　サノフィ・アベンティス社は、2005年から2009
年までの間に、企業内保育所をフランス国内で５
か所開設している。また同社の事業所がある近隣
の中小企業などで、保育所を設けることができな
いところの従業員が子どもを預けることができる
ようにもしている。
　保育所は事業所内ではなくあくまでもその周辺
で開設している。フランスでは子どもを保育所等
に預けることに心理的あるいは社会的な問題は全
くなく、それに対する支障や反感は全く無いのだ
が、事業所内に保育所を設けてしまうと親がどう
しても仕事中に子どもを見に行きたくなるという
理由からである。国によっては、保育所内にカメ
ラを設置し親の勤務時間中でも子どもの様子が分
かるようにしているところがあるようだが、フラ
ンスではしていない。従業員への支援と管理とを
明確に切り分けられていた。
　同社の運営する企業内保育所の１か所あたりの
定員は60～75人で、そのうち50～60人はサノフィ・
アベンティスグループの従業員の子どもである。
３歳までの子どもがほとんどなので、比較的規模
が大きい印象を受ける。親の負担は子ども１人あ
たり年間2,000ユーロである。
　また、国の指導のもと、パリ市内とその周辺に
ある企業の保育所間で「企業保育所クラブ」を作っ
ている。このネットワークを通じて、自社の従業
員が自分の家にできるだけ近いところの保育所を
見つけ子どもを預けることを可能にしている。
　企業内保育所設立の目的は、従業員のWLBを
推進し、従業員のストレスを少なくし同時に労働
意欲を高めることにあるとのことだった。印象的
だったことは、日本では仕事と生活の調和と訳
されるWLBを、フランスでは生活を「家庭生活」
と「私生活」とに分けて、「仕事」、「家庭生活」、 

サノフィ・アベンティス社外観
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「私生活」それぞれの充実を重視していることで
ある。
　また効果については、従業員の欠勤が減りフレ
キシブルな労働時間の設定がしやすくなったこと
と、さらに、企業にとっての求心力や従業員の固
定化のためのツールにもなっており、対外的には
社会的責任という観点から革新的な企業というイ
メージを与えることができた。
　ちなみに、フランスでは224の企業内保育所が
あり（2008年）、保育所に入所している子どもの
７％にあたる15,000人以上の子どもを受け入れて
いる。企業内保育所の設置・運営コストに対して、
全国家族手当金庫（CNAF）は80％を上限に経済
的援助を行っている。
　企業が社内で保育所の運営をする場合、そこに
発生する新たな費用がまず問題視されるところで
ある。費用に見合った効果が求められるのが通常
であるが、実際にはCNAF等からの援助があるた
め、大きな費用負担には至っていない。企業内保
育所にはそういった費用面よりも、むしろ組織を
変えるための努力や強い意思の存在が重要となる
そうである。

（4）事業所内のアソシアシオン

　社内には、従業員自らが設立したアソシアシオ
ンがいくつか存在する。運営資金は、従業員から
の寄付と会社からの支援で賄っている。従業員の
子どもを対象とした支援を行っているものとし
て、障がい者を抱える親への金銭的な援助（概ね
障がい者が25歳になるまで）や、離婚した家庭の
進学のための学資の援助や心理的な援助などがあ
る。一部の従業員が従業時間内に運営を行ってお
り、会社は場所と従業員をアソシアシオンに提供
している。
　このようなアソシアシオンの運営を会社が認め
ているのは、従業員が自分たちの個人的なプロ
ジェクトに対して会社が支援し、実際にほかの従
業員に理解してもらうということを通じて、居心
地のいい会社、「企業は家」だと感じてもらうこ

とを目的としている。

（5）ダイバシティ（多様性）への取り組み

　同社はフランス自体がそうであるように、従業
員の中にダイバシティが存在する。そのため、採
用に始まる人事管理のあらゆるプロセスで差別を
撤廃することと、優秀な人材の確保を目的として、
性別、障がい、人種などの表面的な違い、また国
籍、文化、宗教、個性など表面化しない違いもと
もに情報として管理している。差別の撤廃は男女
間の平等に主眼を置いており、それを考えるとき
に欠かせないのは仕事と家庭生活とのバランスを
とることである。

　個人に違いがあることは、会社の成績に良い影
響を与えることができ会社の構成を豊かにする。
従業員の多様な家族の形態（事実婚カップル、単
身者もしくはカップルで養子を迎えるなど）は、
まさにフランスの縮図のようである。日本では国
籍や人種などの多様性はまだまだ少ないが、男女
を「違い」として認識しそれぞれを多様性の要素
の１つとして捉える考え方はお手本としたい。

ダイバシティをイメージした図（同社提供）
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４．おわりに
　今回現地での通訳をしていただいた大関氏によ
ると、長年フランスに在住している中でフランス
の人々は非常に家族を大切にしていると感じるこ
とが多いとのことだった。視察先の企業で従業員
自らが、子どもや障がい者のために支援活動を
行っている姿とも重なる。真の意味での人生の楽
しみ方を享楽的なものとせず、家庭もプライベー
トも両方を含む生活を楽しむこと、に見出してい
るのではという印象を受けた。それゆえ、労働時
間の短縮にも成功したのだと納得した。
　企業内保育所はフランスではあまり盛んでな
かったようだが、行政に関する大幅な規制緩和や
法人税税額控除及び資金援助を導入した2004年か
ら、運営を担う企業が増加してきたという経緯が
ある。企業が自社内に保育所を設立、運営して行
くのは「従業員のため」であると理解をしていた
私たちにとって、企業内保育所を「ツール」と表
現したことは大きな驚きであった。「従業員のた
め」と同じくらい「会社のため」に効果があると
して、対外的かつ戦略的に企業内保育所の運営を
行っている印象を受けた。
　日本でも、将来的には家族政策にとどまらず社
会保障制度の見直しの中で、財源確保のために国
民とともに事業主の負担の増加も現実問題になる
であろう。フランスは冒頭で述べたとおり社会保
険料の事業主の負担割合が最も高い国である。し
かし国と事業主との関係にはフランス独自の歴史
的経緯があり、家庭生活を支援する企業のイメー
ジを革新的ととらえる国の負担のあり方は、日本
にはなじまないと考えられる。ただ、少なくとも
日本にも「ツール」は必要である。「企業の社会
的責任」という理念だけでは、「子どもをもつな
ら２人以上」という希望をかなえられる社会の実
現への即効性と現実性はない。

１） 2005年国立社会保障・人口問題研究所出生動向
基本調査

２） 2007年１月社会保障審議会人口構造の変化に関
する特別部会

３） OECD: Social Expenditure Database 2007
４） OECD, Taxing wages 2004/2005:2005Edision
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学校生活から学ぶ
自己責任教育について
訪問日　2010年９月27日（月）
訪問先　ポール・フォート小学校
説明者　校長　アグリー・ブルーノ氏
通　訳　大関　達哉氏

１．はじめに
　少子化対策について事前研修を重ねているうち
に、フランスでは自律の育成、選択の自由と自己
責任についてが、根本に存在すると感じた。
　その中で、フランスでは成長過程の子どもたち
が、その自律性についてどのような教育を受けて
いるのか、あるいは特別に教育として受けるもの
ではなく自主的に培っていくものか、我々にとっ
て興味深いものとなった。
　今回、小学校内での教育の方法や子育てにおい
て日本とは異なる点について重点的に視察を行っ
てきた。

２．フランスの教育制度
　フランスの総人口約6,400万人中、20歳未満の
人口は約1,500万人と、総人口の４分の１にあた
る。
　３歳から５歳までほぼ100％の子どもが、保育学
校（エコール・マテルネル）に通う。この保育学
校は、始業時間がおよそ８時半ごろから９時ごろ
までの間、下校時間は午後４時半ごろと保護者の
勤務時間に合わせた就園時間となっており、日本
でいう保育所の役割も果たしていると思われる。
　６歳から５年間は初等教育機関である小学校

（エコール）、その後11歳からの４年間は前期中等
教育機関（コレージュ）に進学する。
　その後、本人の能力や希望によって、３年間の
後期中等教育機関（リセ）、に進むことができ、
その最終学年に、「バカロレア」といわれる試験

に合格すれば、大学入学資格が得られることにな
る。
　さらに、本人の希望や能力に応じて、大学、ま
たはいわゆるエリート養成校といわれるグランゼ
コールと呼ばれる高等教育機関に進んでいく。
　ただし、すでにエコール＝小学校の段階で、飛
び級や落第制度があり、ごく普通に行われている
ので、小学校の中でもさまざまな年齢の子どもが
同じクラスに在籍していくこともある。大学も、
入学さえすれば卒業ができるわけではなく、実力
がなければ当然のように落第し、２度の落第で退
学になる。
　また、リセ＝普通校ではなく、職業リセと呼ば
れる職業学校・技術学校に進む生徒もいる。すで
にこの時期から、早ければ13歳には、自主選択に
よって、将来の職業の方向性を決めていかなけれ
ばならないのも、実力主義であるフランスらしい
と感じた。
　学校は９月から始まる３学期制で、基本的に週
５日制である。就学時間は、小学１年生から、す
べての学年が同じで、月・火・木・金が午前８時
30分から午後４時30分まで、土曜は午前中のみと
なっている。日本とは違い、日曜のほか、水曜が
休みである。
　またフランスの教育現場の特徴的な点として
は、送迎は防犯上の観点から基本的に保護者が
行っている。小学生は常に保護者の監視下におか
れ、子どもだけで遊ぶようなことはない。
　確かに、街の中を見渡しても小学生くらいの年
齢の子どもだけで歩いている姿は見られなかっ
た。小学校の間は、子どもは必ず保護者と一緒に
いるものという、フランスの家族を大事にする、
当たり前のように子どもと一緒に過ごす時間を大
事にしていることが窺える。
　学校はあくまでも「学習の場」であるため、自
主活動の発表の場に保護者が参加することはある
が、入学式や卒業式などのセレモニー的な学校行
事はほとんどない。
　保護者の時間的負担としては、学校内会議や個
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人面談はあるが、その場に参加するために、会社
が妨げるようなことはなく、休暇の取得が保障さ
れているのも特徴的である。
　また、フランスでは公立の小学校から大学まで
の教育費は無料であり、保護者の教育に対する経
済的負担も少ない。
　教育水準の推移は各地方自治体の責任であり、
小学校創設、予算運営はコミューン（市町村）の
独自予算で行い、それに対し教員は全て国家公務
員であるため国から給料が支払われる仕組みに
なっている。

３．ポール・フォート小学校について
　今回視察したポール・フォート小学校の敷地内
には、もう１つの小学校と保育学校が併設されて
いる。

　この学校のクラス数は各学年２クラス、計10ク
ラスあり、６歳から16歳までの児童約250人が在
籍している。フランスの１クラスあたりの平均人
数は27人で、日本と比べるとゆったりとした環境
で教育を受けていると思われる。部屋の広さは日
本とあまり変わらない。机の並べ方はクラスによ
り異なっており、黒板の方向に横並びで座ってい
るのではなく、いわゆるコの字型で、子どもが顔
と顔を向き合い座っているクラスもあったのが印
象的であった。どのクラスの子ども達も明るく笑
顔であいさつをしてくれ、海外から来た訪問者に

「どうして私たちの学校に来たの」「日本には何が
あるの」等、色々な質問を活発にしてくれた。

　教員は校長のほかに、フルタイムの教師が９
人、その半分の時間を受け持つパート教師が１人
いる。また校長は、学校の管理のほかに、あるク
ラスの授業時間の半分を受け持っている。
　教員の勤務時間は年間36週、週に27時間が基本
であるが、在宅の作業時間が40や50時間になる人
もいる。
　学校の予算はコミューンから支給され、それを
管理するもの校長の職務となっている。
　小学校入学時に教育カリキュラムのパンフレッ
トが配布され、この中には年間行事予定が記載さ
れ、保護者に対しどのような教育を受けるのかを
情報提供されている。

４．放課後支援について
　同校はパリ市内から少し離れており、保護者の
通勤は公共機関を利用しているため、送迎の時間
が遅くなる。このような児童のために、いくつか
の施設やクラブが用意され、保護者の勤務形態に
より、必要なサービスを利用することができるよ
うになっている。
　例えば、１月あたり21ユーロで放課後４時30分
から６時30分まで、校内の自習室で教師の監督の
もと、宿題をする事ができる学童保育がある。
　また、朝は７時30分から、夜は７時まで預かる

小学校の外観

子ども達と
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有料の施設も小学校横にあり、こちらは市の事業
となっている。
　どちらを利用するかについては、進級のときに
決める事ができ、年間で固定されるのではなく、
両親の通勤時間等により利用サービスを変更する
ことができる。
　コミューンで提供している施設として、12歳か
ら16歳と、16歳から20歳を対象とするクラブが水
曜日と土曜日の午後から開放され、他校の生徒と
交流を行っている。
　その他として、昼休みに自宅に戻れない子ども
のために、11時30分から13時30分まで食堂が開い
て昼食を自由に取ることができるようになってい
る。

５．さまざまな学校活動について
　学業以外の学校活動として、クラス代表の委員
会が設けられ、各クラス代表２名で構成されてい
る。
　委員会の役割は、クラス内で検討している内容
を持ち寄り、学校全体の問題として共有するとい
うものがある。また、学校全体をまとめ、学校内
のルールをこの場を通じて徹底するというものも
ある。
　委員会は学校施設を含め、学校のさまざまなな
問題や課題についての、最初の意志決定機関と位
置づけられている。
　例えば、校庭の改造を行うときに、次はサッカー
場だけをつくればいいのか、あるいは他のスポー
ツもできるようにするのかという選択に関して、
小学校設備を管理するコミューンでも、保護者で
もなく、この委員会が最初に意見が表明できる場
となっている。
　これは学校内の設備について、学年に関係なく、
子どもの意志や、主体性、利用している子ども本
人の意見を汲み上げており、１つの発言に対して
真剣に受け入れ、決定に反映させていくというの
が、大人が決定している日本では見られないシス
テムとして、とても新鮮なものに感じた。

　また、当校はエコスクール１）といわれる国際
的なプログラムに参加している。
　子どもが主体となって行うこの活動を通じ、子
どもが自分で課題を発見し、それに対しどのよう
に取り組んでいくのか計画を立て、そしてその結
果について評価を行うことで自己責任や自律性と
いうものを学んでいくことになる。
　当校で今までに行った活動としては、廃棄物問
題、生物生態系など多岐にわたっている。
　エコスクール活動の実現例として、2007年に
行った水道に関する課題と、その解決までを紹介
する。
　もともと取り付けられていた蛇口はボタン式
で、子どもが水を飲むために一度押すだけで４ℓ
の水が流れてしまい、ほとんどが無駄になる。家
では「水は必要なだけ出すように」といわれてい
るが、学校では４ℓも流れている。それはおかし
いと気づき、その蛇口を必要な分だけ流れるよう
なものに変えるだけで、かなり無駄が省けるとい
う課題に取り組んだ。
　この問題に対し、子どもや講師やコミューンの
代表が集まって行われたミーティングで、学校の
蛇口が取り替えられることになった。また、手を
洗うために使われる蛇口は、手を差し出すと自動
的に水が必要なだけ流れるようにし、用途によっ
て蛇口を区別している。
　委員会での意志表示と同様に、このエコスクー
ルを通じて、子どもたちは自主性や自己責任を学

委員会風景
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び、コミューンの代表や保護者、教員はその意志
を尊重し、良いところを取り入れるという、この
スタイルは我々にとって学ぶべきところだと思わ
れる。

６．おわりに
　フランスでは「卒業するまでに全ての子ども
が、自分の頭で考えていることを相手に正確に分
かりやすく説明することができる基礎的コミュニ
ケーション能力を身につける」という自己責任の
教育が、文部省のカリキュラムに入っており、小
学校の中で最重要教育目標になっている。
　少なくとも、小学生のころから、意見が採択さ
れる、されないは別として、決定機関に参加させ
ているところを、私たちは知らない。
　子どもを「子ども」として扱うのではなく、「ひ
とりの人」として扱うことで、子どもの頃から、
意志を主張し、その意志が尊重、また反映される
ことが、自律と自己責任を持った子どもに成長し
ているのではと感じた。
　これこそ、日本の教育に必要なことなのかもし
れない。

参考文献
・コンドルセ他著、坂上孝編訳「フランス革命期の

公教育論」岩波書店、2002年
・フランス教育学会編著「フランスの教育の伝統と

革新」大学教育出版、2009年
・下条美智彦著「ヨーロッパの教育現場から ―イギ

リス・フランス・ドイツの義務教育事情」春風社、
2003年

１） デンマークで1994年に起こった、学校における
環境教育プログラム。課題の決定から、診断、分
析を行い、問題解決にむけ、子どもが主体的に取
り組むことが重視されている。

エコスクールの旗の前で
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未成年に対する司法保護機関の役割
〜フランスが考える児童保護〜
訪問日　2010年９月28日（火）
訪問先　セーヌエマルヌ県児童司法保護局
説明者　ドミニク・ゲリー氏
通　訳　大関　達哉氏

１．はじめに
　フランスの児童保護は1945年９月１日の法令に
より、刑務行政局から分離した観護局が新設され
た。観護局は未成年に職業研修を実施し、青少年
がそれぞれの段階を通過したかどうかの判断を基
礎とする段階的システムを導入している。
　現在の児童保護は、
①　教育的支援：問題の原因を分析、評価し、子

どもに対して親と一緒に住みながら何らかの援
助を与えること。

②　収容：問題のある家族環境からその子どもを
引き離して、他の親族、受け入れ家族、施設な
どに収容すること。

③　再編入：主に、何も行っていない少年に対し
て、学校に通わせるなど社会復帰を目指す取り
組みを行うこと。

といった３つに分けて、行政的保護（県議会管轄
の児童社会福祉援助機関：以下「ASE」という）
と、司法的保護（法務省直轄の児童司法保護機関：
以下「PJJ」という）に区分される。（ASEにつ
いてはＡ班の報告書参照）
　行政的保護とは、行政側からの社会福祉士など
の助言と本人及び家族の同意により、何らかの措
置を行うことをいう。一方、司法的保護は、家族
が行政的措置に合意しない場合や子どもの危険が
非常に高い場合、罪を犯したことによりPJJがそ
れに対する何らかの処罰を決定する場合などに司
法的な介入が行われることをいい、裁判官（以下

「少年裁判官」という。）がそれに対する処置を決

定している。
　ここでは、PJJの役割と司法的児童保護の取り
組みについて考察する。

２．児童司法保護局（DPJJ）について
　日常的には、多分野に渡る専門家（教育指導者、
ソーシャルワーカー、心理学者、看護師、技術
教員）がグループとなり、国民教育省や厚生省な
どとタイアップして、罪を犯した未成年とその家
族のために教育的、社会的、職業的適合のための
活動を推進する。DPJJ（児童司法保護局）は未
成年対象司法局であり、以下の４つの戦略的プロ
ジェクトを行っている。

（1）助言
　DPJJは、未成年者の人格、状況を評価する
ための「調査探究」と呼ばれる助言などを行っ
ている。
　これは、教育士、心理士、社会福祉士などが
さまざまな調査や審査を行い、その結果を少年
裁判官に報告するもので、この助言は、少年裁
判官が、非行未成年者及び危険状態にある未成
年者を教育的支援にするのか、収容するのか、
あるいは再編入にするのかの判断材料となる。

（2）教育
　少年裁判官が下した判決に基づき、少年に何
らかの教育措置を行う。
　少年はこの判定に基づき、さまざまな形態
の、例えば反開放型、閉鎖型の施設に収容され

説明するゲリー氏と通訳大関氏



Ｂ班　海外研修

67

る。このような収容措置は、少年の数から比較
して、非常に少数で、またその中でも一番厳し
い量刑施設刑務所に入る少年は、これまでフラ
ンスの歴史の中では、一番低い数字となってい
る。フランスでは、13歳から実刑を科すことが
できるので、量刑施設に入っている未成年もい
る。フランスは18歳からが成年となり、17歳ま
での未成年では、700人が量刑施設に入ってい
る。18歳以上はPJJではなく量刑施設の受刑者
となる。
　また、施設に収容された未成年に社会復帰を
させるため、少年に対し何らかの日中の活動を
科していく。学校から逸脱した少年を、学校に
戻すと同時に、職業を学ぶことができる教育を
行っている。

（3）評価
　少年裁判官によって科された判定と措置、ま
た司法の管理下にある未成年者を受け入れる施
設の（公的施設、NPO及び民間組織）全体の
監督と評価を行う。また、税金が適切に使われ
ているかの分析も行う。
　評価作業については、監査委員会の教育を受
けている人物がNPOの施設等をまわり、５年
に１回は、施設に訪問、施設が子どもに対し適
切であるかどうかの評価をし、何らかの問題が
あるときは、分析を行う。毎年の予算編成の中
で、それぞれのNPOに関しては、支給される

予算があり一定の考察を行う。
　DPJJは、NPOに対して５年に１回の認定作
業（更新）を行い、実際のサービスや、国の定
めた順応性、適応性を評価して、最終的には、
地方高官（県における国の出先機関の長）によっ
て認定を行う。

（4）考察及び提言
　DPJJは、非行未成年者及び危険状態にある
未成年者に関する規程（法律、施行政令、組織
文書）の策定、適用に参画し、いろいろな考察
及び提言を行う。この未成年に関する状況調査
の方法は、この組織に属している心理士、教育
士、社会福祉士が分野ごとに、ひとりの未成年
に同時に関与し、さまざまな分野に渡る調査し
報告書を提出する。

３．セーヌエマルヌ県の概要
　セーヌエマルヌ県の人口は、約140万人、21歳
以下の青少年が35万人で、イルドフランス州の面
積の半分を占めている。非常に大きな県である。
このセーヌエマルヌ県は、伝統的な農村地区であ
るが、パリに近い西地区は、２つのニュータウン
が設けられ都市化が進んでいる。人口の動きとし
ては、パリ市内及びパリ郊外からの移住者が多く
いる。

食育などのパンフレット

少年達が企画・製作したパンフレット
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４．犯罪について
　犯罪の総数は減っているが、その中で、未成年
の犯す犯罪の割合は増えている。現在、犯罪総数
の16％が未成年である。
　フランスでの刑法では、犯罪種別は違警罪、軽
罪、重罪と３つに分けられ、一番多いのは、軽罪

（最高５年までの実刑）となっている。ただし、徐々
に物に対する犯罪から、人への犯罪（窃盗・傷害）
に移ってきている。重罪のうち、殺人罪は、第２
次世界大戦後横ばいとなっているが、それに対し
て増えているのは、性的犯罪である。
　未成年犯罪のうち、女子は10％で、女子の方が
増加傾向にある。女子に関しては、同じ犯罪でも、
処罰よりも保護を重点におかれていることが多
い。また、犯罪の99％が何らかの薬物やアルコー
ル類等の影響の為におこっており、その中でも非
常に多いのはマリファナである。それ以外にも市
販薬の乱用などもある。

５．PJJの課題・問題点について
　未成年を中心にできる作業調査を行い、さまざ
まな活動分野があるが、その中で最も多いのは、
家庭における支援活動となる。ここには、当然親
も含まれ、親に問題があれば少年裁判官に対して
情報を提供する。例えば、親というものは、本来、
子どもに対してルールを決めて守らせる、教育を

受けさせたりしなくてはならないものである。そ
ういったことを怠ったり、虐待の恐れがあったり
する場合は、即座に親から引き離し、事実が判明
した場合は、刑法にのっとって判断が下される。
　また、未成年者が罪を犯したとき、何らかの障
がいがある場合のみ治療を優先にする。障がいに
は、さまざまな障がいがあり、その障がいに対応
した施設や処置を決定するために情報を収集する
が、やむをえず、その発見が遅れるなどの問題は
ある。
　また、外部収容という形で子どもを長期間にわ
たり、通常の環境から隔離してしまうとその後、
戻る場合にさまざまな不適合があるといった問題
がある。例えば、量刑施設だけでなく、軍隊や、
全寮制の学校などに入って、厳しい規則の中で生
活をしていると、自由に戻ったときに適応できな
い。したがって、非常に不適合な子どもが育成さ
れることも、一つの問題であった。現在は、その
ような問題に対応するため、家庭に重きをおくよ
うにし、子どものニーズにあわせて、施設だけで
はなくさまざまなメニューを用意し、その中で、
いろいろな選択、提案することができるようにし
ている。
　しかしながら、現在また、時代に逆行するよう
な動きもみせている。例えば、非行少年は、70年
代～90年代ごろには保護されるべき立場と社会全
体的が見ていたが、徐々に社会の動きが変化しつ
つあり、非行少年であっても犯罪者とみなし、大
人の犯罪者と同じように社会から隔離して、その
中で社会復帰をさせるということになっている。
　2007年３月の法律改正により、これまでPJJで
行っていた措置が行政的な手法（措置）で行うこ
とになり、本人と家族の同意が必要になった。
　もともとヨーロッパ諸国では、児童保護に関し
ては行政的保護の扱いをしている場合が多い。フ
ランス国内でも、やはり人権、個人の自由の尊重
などの背景によって、司法から行政的な措置の方
向になってきている。
　ただし、そういった動きに対して、裁判官（司

イルドフランス州地図
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法官）や、社会福祉士の方からは強い抵抗の動き
がある。なぜなら、フランスでは、一定の司法側
の措置を強制的に科していたからである。

６．おわりに
　視察を通じて、フランスの児童保護制度も試行
錯誤している印象を強く受けた。行政的保護と司
法的保護が複雑に絡み合い、当該機関自体に、ま
だまだ発展の可能性があるようにも思えた。
　しかしながら、フランスは、個人の権利を尊重
する一方で、社会に対する義務、社会人としての
責任を求める強い姿勢を持つ国だということはよ
く理解できた。国民性、習慣、制度の違いなど違
いはあるが、我が国においても、「多少の不具合
を恐れず、とにかく前に進む」フランスの姿勢を
見習って制度改革に努めていただきたいものであ
る。
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都市部における保育事情
訪問日　平成22年９月28日（火）
訪問先　パリ市15区役所
説明者　フランソワーズ・マラシー氏
　　　　ビビアン・マタ氏
通　訳　大関　達哉氏

はじめに
　パリ市における乳幼児保育というテーマで、15
区役所乳幼児政策担当局を訪問した。高い出生率
を維持するフランスにおける乳幼児行政の現場
は、現在どのような状況にあるのか。日本と比べ
て出産前後の女性の就業率が圧倒的に高いフラン
ス、特に都市部における乳幼児保育の実情はどの
ようなものか。日本でも導入が叫ばれている認定
保育ママ制度も含め、話を聞いた。

１．パリにおける保育所の概要
　説明者１人目は15区の助役であるフランソワー
ズ・マラシー氏、乳幼児行政の担当で、主に保育
所を担当している。もう１人はビビアン・マタ氏、
保育所のコーディネーターであり、ポストは区内
の保育所責任者の上司となる。主な仕事は中央

（パリ市役所）と現場（区内保育所）のリンク、
各施設の評価作業である。

　15区は、パリ市の南西に位置し、面積約8.5平
方キロメートル、人口約235,000人。北部は高級
住宅街で南部は比較的庶民的な町となっている。

　フランスでは、３か月から３歳までの子どもの
託児方法としては保育所（Crèche）の他、保育
ママ等による家庭的保育があり、３歳からはほ
ぼ100％が就学前教育機関である保育学校に入園
する。主な保育施設としては２種類、集団保育
所（Crèches collectives）家庭保育所（Crèches 
familliales）があり１）、保育施設の運営母体とし
ては、市直営、アソシアシオン運営、民営の大き
く３種類に分かれている２）。
　市営：保育所の建物はパリ市に属するか市が賃
借するもの、職員はパリ市職員となる。財源とし
ては地方税の他に、利用料と家族手当金庫 から
の交付金があり、交付金が親負担分を補う形であ
る。親負担分が多いと家族手当金庫からの交付金
が少なく、少ないと金庫が多く負担するという仕
組みは、高所得者のみが保育所に入れるというこ
とを防いでいる（この交付金には、施設の利用率
が74％以上であるという条件が課されている。）。
また保育所での保育にかかる総コストは、子ども
１人当たり１日80～90ユーロである。集団保育
所、家庭保育所ともに同じ運営方法である。
　アソシアシオン運営：市、金庫、アソシアシオ
ンがパートナーシップを組んで運営。市からの助
成金を受けるとともに、家族手当金庫から市営保
育所と同じ条件下で、交付金を受ける。
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　民営：民間運営の保育所は営利目的であり、運
営方法は様々であるが、高額の利用料が特徴であ
る。保育所不足を背景に、例えば最近15区で開設
された保育所では、月額利用料が1,500～1,800ユー
ロとなっている。家族手当金庫から親に対する援
助があるので、実際はこの半額程度の負担になる
が、それでも高額といえる。
　以上全ての保育所は開設にあたり県の認可が必
要であり、特に施設、安全状態、衛生状態、職員
の質について審査が行われる（アソシアシオンや
企業の保育所については、母体そのものについて
も審査、認定が行われる。）４）。また、パリ市内の
保育所の収容能力は10～100人であり、最近作ら
れている保育所は定員66人前後が適切とされてい
る。
　次に保育所の職員についてである。責任者であ
る園長は少数であるが男性も存在し、園長は保育
看護師か、幼児教育士でなければならない５）。パ
リ市内の保育所全ての職員が保育看護師か幼児教
育士、または保育助手の資格を持っている。61人
以上の子どもを収容できる保育所では、副園長の
設置が義務付けられている。また、「子ども40人
に対し少なくとも１人の幼児教育士」が必須であ
り、職員の数の設置基準は、「歩かない子ども５
人に対し職員１人」「歩く子ども８人に対し職員
１人」となっている。それ以外に、外部職員とし
て、まず医師である担当医が各保育所に配属され、
障がい、アレルギーなど個別の児童の問題にあた
る。また担当医は、流行病への対応、インフルエ
ンザの流行への対策など、保育所全体での医療
面での業務を行うことになっている。その他の外
部職員として心理士と心理運動療法士がおり、心
理士は例えば職員が子ども、親との間の問題を抱
える場合のカウンセリング等を行う。また親との
ミーティングにも出席する。心理運動療法は、障
がいのある子どもの受け入れ、それに対する保育
所のスペースの整備、職員で障がいの子どもの問
題を抱えている場合支援するなど、分析・助言の
業務を行う。

２．パリにおける保育所不足と保育ママの現状
　パリ市全体で保育所の不足が問題になっている
が、特に15区はニーズの20％しか満たしていない。
その中で高額な料金でも民間の保育所に子どもを
預けざるを得ないケースもあり、ここに認定保育
ママの大きな需要が発生する。
　保育方法で一番希望が多いのは集団保育所であ
り、一般的に保育ママより安全面で信頼が高いと
考えられているのが現実である。費用面でも、開
業保育ママに預けると、親の直接雇用となり費用
負担が大きい。一方保育ママのメリットは、保育
の希望が通る確率が高い、外部環境との接触が少
ないため比較的子どもが病気になりにくい、託児
時間がフレキシブルに設定できること等である。
また保育ママの認定については、県の母子保護局
が行っている６）。
　集団保育所、家庭保育所の１日あたりの料金は
最低３ユーロ７）～最高40ユーロ８）であるのに対
し、開業保育ママや自宅保育のベビーシッター雇
用に際しては、下の表の通り、家族手当金庫から
の手当がある９）。また保育費用は税額控除対象で
あり、被雇用者の社会保険料は認定保育ママの場
合全額、自宅保育の場合50％（上限あり）の補助
を受けることができる。
　家庭保育所の保育ママに対してはベッド、２～
３人用の乳母車など必要な機材の提供、また子ど
も１人あたり１日７ユーロが食事代、おむつ代と
して支給され、親はこれらを用意する必要がない。
給料は１人預かると月800ユーロ。１人の保育マ
マが預かることが出来るのは３人までなので、最
高で2,400ユーロの収入となる。認定後、保育マ
マとして家庭保育所職員として働く場合は、パリ
市の契約職員となる。
　家庭保育所雇用の保育ママは家庭保育所で週１
回～２回子どもを遊ばせるイベントやミーティン
グを行うが、開業保育ママにも同様の制度がある。
この制度は義務付けられたものではないが、親が
そのような場に子どもを連れて行くことを希望す
る場合が多い。そのため市として開業保育ママの
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ための共同スペースを確保しているが、場所が狭
い、場所不足などの解決のため、スペースに余裕
のある集団保育所の一部で、開業保育ママの集団
を週１回受け入れている（15区では６か所の保育
所において。）。

３．保育ママの不足と社会的評価
　15区には約300人の認定保育ママがおり、その
うち80～90人が家庭保育所で働き、残りが開業保
育ママとして働いている10）。保育ママになるのは、
非常に条件が厳しく（働いていなくて、家族の合
意があり、大きなアパートがある等）、だれにで
もできることではない。３人の子どもと一日中一
緒に過ごし、うつ病になる人もいる。85％の女性
が外で働く中で、家庭に残り子どもを預かるとい
うのは難しい選択であり、社会的な評価が低いと
いうのが現状である。例えば15区では高学歴の女
性が多く、保育ママ候補となる女性は非常に少な
い11）。現在の保育ママが非常にレベルの高い仕事
をしていること対し、正当な評価がなされていな
いのである。もっと低い賃金であっても、外で他
の仕事に就きたいという希望が、特に若者の中で
多いようである。

４．今後の課題
　「充実した子育て支援のためには利用料の値上
げの可能性があるか。」というわれわれの質問に
対し、次のような答えが返ってきた。
　今議論になっているのは、既存の施設で必ずし
も100％利用できていないという問題である。例
えば子どもの登録数としては100％であっても、
水曜日に親が働いていない場合預かる必要がある
かどうか。また逆に場所があっても使っていな
いところには、無駄を無くすことに強いプレッ
シャーがかけられる。去年出た政令で、20人まで
の施設であれば、10％受け入れる子どもの数を増
やしても、最終的な子どもの在籍数が週平均で
100％であればよい、40人までの施設ではプラス
15％、60人までの施設はプラス20％まで受け入れ

ても、週平均100％であればよい、という方向性
が示されている。親の負担増ではなく、施設運営
における無駄の発見、改善、有効活用により、パ
フォーマンスを上げるという方針である。
　現在15区では、どこに無駄があるかを検証する
ことで、受け入れ率の高い施設＝無駄が無い施設
に何らかの形でアドバンテージを与えようという
動きがある。特に水曜日は休みの親が多いので、
水曜限定の受け入れ、曜日によっては全員が来な
い曜日もあるので、その空きをうまく組み合わせ
て週２、３回だけ受け入れるなどの方法が考えら
れる。ただし水曜日は職員も休みが多いので、施
設単位ではシフト調整に苦労している部分もあ
る。

おわりに
　マラシー氏によれば、フランスにおける子育て
支援政策の多様さときめ細かさは、高い出生率維
持に貢献している。一方で今回見えたのは、保育
ママの社会的評価の低さや不足の問題である。日
本で保育ママを導入していく中で、保育ニーズは
フランスと同様、都市部に集中すると考えられる
ことから、まず保育ママ雇用制度の整備、特に教
育面や市町村での雇用体制の整備、さらに社会的
認知が急務であろう。さらに彼らの保育所不足等
の問題に対する取り組み方の合理性も、私たちの
地方行政において参考にすべきものだと考える。
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参考文献
・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―」『海外社会保障研究』No.160  
Autumn 2007

・財団法人　こども未来財団「フランスにおける子
育て支援とワーク・ライフ・バランスに関する調
査研究報告書」平成20年６月

 http://www.caf.fr/cataloguepaje/GardPaje.htm

１） 家庭保育所：市町村等運営の家庭保育所の職員
である認定保育ママが、基本的に自宅で保育しな
がら、週１回か２回家庭保育所に子どもを連れて
行き、そこで乳幼児教育指導員から幼児教育を受
ける。３歳未満の乳幼児の「施設サービス」とし
ては、集団保育所、家庭保育所、一時保育所等が
あり、その他の保育ママなど「個別の家庭的保育」
と共存している。

２） 区長の政策における権限は限られており、基本
政策はパリ市長が決定する。保育所について区長
が予算の決定権を持つのは、暖房費、電気代、食
事代、おむつ代のみである。それ以外の大きな方
針等はパリ市家族・幼児局の職員が担当している。

３） 県に123の家族手当金庫（Caisse de allocations 
familiales, CAF） が 存 在 し、 全 国 家 族 手 当 金
庫（Caisse nationale des allocations familiales, 
CNAF）がそれらを統括している。

４） 県の医師と区の担当者が訪問し、適切であると
判断された施設は委員会にかけ、最後に県が認定
を行う。

５） 最近の全国基準の規則により、残り最低40％は
上記であるか、保育助手の免許を所有していなけ
ればならない。25％は中卒レベルの職業認定の国
家資格が必要。

６） ヴァルドワーズ県　参照
７） 学生、生活保護受給者等
８） 説明者によると高額所得者にとっては問題ない

が、リミットに近い所得者の負担が一番大きくな
る。

９） CLMGの額（単位：ユーロ）

 PAJE prèstation d’accueil du jeune enfant「 乳幼
児受入手当」の１つ、complèment de libre choix 
du mode de garde「保育方法選択自由補足手当」。
この手当を受けるには、認定保育ママ雇用に際し
て税込み賃金が１日子ども１人当たり44.3ユーロを
超えないことが条件である。なおCLMGは、PAJE
の中の他の「就業自由選択補足手当」等と、一定
の条件下で併用可能。

10） そのうち男性は２人。
11） これに対し比較的庶民的、下町の19区では15区

よりも人口が少ないのに約500人の保育ママがい
る。

子ども 所　　　得

１人 20,059未満
20,059～
44,576

44,576超

２人 23,095未満
23,095～
51,322

51,322超

３人 26,738未満
26,738～
59,418

59,418超

４人 30,381未満
30,381～
67,514

67,514超

子ども 支援額（月額）

３歳未満 441.63 277.48 167.07

３歳
から６歳

220.82 139.27 83.54
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パリ近郊の家族政策
〜広域的な視点でみる〜

訪問日　2010年９月29日（水）
訪問先　ヴァルドワーズ県　母子保護局
説明者　フォルティエ氏
　　　　バロワ氏
通　訳　大関　達哉氏

１．はじめに
　ヴァルドワーズ県は、パリの北西約30㎞に位置
し、首都圏であるイルドフランス州を構成する。
県名は「ワーズの渓谷」という意味で、広大な台
地に多数の河川が渓谷を形成する。1964年にセー
ヌ・エ・オワーズ県から分県された新興の産業県
であり、多国籍企業、最先端技術企業、中堅企業
が数多く進出し、ヨーロッパ屈指の産業団地を擁
するなど、フランス産業全体にあっても重要な位
置を占めている。人口は120万人弱、県庁所在地
であるセルジー・ポントワーズ市（人口約20万人）
および32の市町村からなっている。

　南部はパリに近く都市化しているのに対し、北
部は農村地区であり、県の面積1250平方キロメー
トルのうち約50％が農地となっている。市内の東
端には1974年に開港されたシャルルドゴール空港
がある。
　大阪府とは文化的伝統、国際空港やニュータ
ウンの立地、先端産業の集積など、地域的特性
や発展方向に共通性があることから、1987年７
月21日、友好交流事業に関する覚書を交換し、

経済、学術、文化などの分野で積極的な交流事
業を行っている１）。

　県の人口の36％が25歳以下で、フランスのなか
でも若年層が多い。出生率は1992年から増加傾向
で、フランス平均に比べるとかなり多く、イルド
フランス州全体と比べてもやや多くなっている。
　今回の視察先である県の母子保護局（PMI）３）

は、県内に66か所の医療センターを持ち、約400
人の医療専門家（医師、看護師、保育看護師、心
理士、助産師、夫婦カウンセラー、秘書、育児助
手）が従事している。医療センターの配置は県内
の人口分布に比例している。PMIはその66か所の
医療センターの統括的な役目を担っている。
　パリ15区役所では都市部における保育事情を見
てきたが、今回都市部と農村部を持つヴァルド
ワーズ県を視察し、県という、より広域的な視点
でみた家族政策を報告する。

入口に飾られていた大阪城の木彫品２）

1992−2007年の出生率の推移
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２．母子保護局（PMI）の取り組み
（1）妊婦のフォロー

　県の2009年度の妊婦の数は17,695人で、そのう
ち2,421人はPMIの医療センターで診察を受けて
いる。実際の出産はPMIでは行っておらず、妊娠
７か月でPMIでの診察は終了し、そのあとは出産
を行う病院等へ行くことになる。
　2005年からは妊娠初期に助産師が面談を行って
おり、経済的、心理的に問題を抱えた女性や家族
に対し、できるだけ早い段階で支援を行ってきた。
　フランスでは就労している妊婦に対し、16～26
週の産休が与えられ、父親に対しても14日間の育
休が与えられている。これらの休暇は国で定めら
れているものであり、被雇用者は100％取得して
いる。
　経済的援助として、家族手当金庫から妊娠９か
月から産後３か月まで支給される手当がある。こ
れは、所得の制限はなく、毎月一律200ユーロ弱
の支給となっている。産後４か月以降は、所得に
応じた支給となる。
　PMIの診察は、妊娠３か月から７か月まで７回
行うことが義務付けられており、必要であればそ
れ以上の診察を受けることができる。

（2）子どもの健康のフォロー

　フランスでは子ども（０歳～６歳以下対象）の
健診が義務付けられているが、すべての子どもを
PMIで診察しているわけではない。PMIで診察を
行うのは30％ほどで、残りは一般医が行っている。
　PMIでは、子どもの発育チェック、予防注射、
障がいの早期発見など、１年間に60,000件以上の
診察が行われている。出産して退院した母親に対
しては育児カウンセリングを行っており、県で出
産する65％の女性がこのカウンセリングを受けて
いる。
　また、保育学校に通っている３歳～４歳の子ど
もを対象に、ハンディキャップがないか、集団生
活の適応不順がないか、予防注射を受けているか
などの確認を行っている。

（3）家族計画に関するフォロー

　家族計画に関する事業として、避妊薬の処方や
性病の予防、人工中絶前の面談（18歳未満の未成
年は義務）、夫婦間のカウンセリングなどを行っ
ている。
　このような診察は無料で行っており、未成年の
場合は匿名で受診ができ、避妊薬の処方について
も、親の許可を得ずに行うことができる。未成年
が人工中絶を受ける場合は、医師のカウンセリン
グを受けたという証明書が必要となる。
　また、家族計画の活動の一環として、中学・高
校で性病などの情報を教育する機会も設けてい
る。

３．様々な託児方法
（1）保育所（Crèche）

　フランスでは子どもを預ける方法として、主と
して保育所と保育ママがある。
　県内には、現在212か所の保育所があり、8,283
人の子どもを預かっている。保育所の開設には県
議会議長の許可が必要であるが、実際の保育所の
運営はコミューン（市町村）、NPO等が行ってお
り、最近は民営の保育所もある。
　保育所の開設にあたっては、施設、職員の資格、
セキュリティ面などの観点に基づき県議会議長が
認可の判断を行う。その際、PMIの医師による意
見が参考にされる。
　料金は家族手当金庫によって定められ、全国一
律に定められている。企業が運営する保育所は、
料金を企業が自由に設定することができ、通常は
非常に高い料金となっている。
　県立の保育所はないが、施設の新設、既存の施
設の改築、助成金（預かる子ども１人あたり一定
の金額が保育所に助成される）の支給といった面
で支援を行っている。
　県では障がい児保育に力を入れており、障がい
のある子どもを預かる場合、助成金を2.5倍にす
るといった政策を行っている。
　なお、日本では保育所の設置認可は児童福祉法
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に基づき、都道府県知事(政令指定都市及び中核
市においては市長)が行う。施設の広さ、保育士
等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理といっ
た設置基準※がある。
※　「児童福祉施設最低基準」(昭和二十三年十二月

二十九日厚生省令第六十三号)および「保育所の設

置認可等について」（平成一二年三月三〇日児発第

二九五号通知）による

（2）保育ママ

　保育ママの認可については、PMIの専門家の意
見に基づき県議会議長が行っている。実際に認可
前の調査を行っているのは、保育看護師である。
保育ママ希望者の家に行き、住宅、環境、自分の
子どもがいるか、などをチェックし、さまざまな
条件を満たしているかを確認する。一度、認可が
下りたとしても、当初の条件が満たされていない
と、認可の取消しもある。認可後は、家庭保育所

（市立）または開業保育ママとして働く。
　日本でも、「家庭的保育事業」という保育士ま
たは研修を受けて市町村の認定を受けた人が「家
庭的保育者（保育ママ）」となり、自宅等で子ど
もを預かり保育サービスを提供している４）。

　厚生労働省は平成12年から国庫補助事業として
「家庭的保育事業」を創設し、市町村への補助を
行っている。さらに、取り組みを推進するため児
童福祉法が改正され、平成22年４月から「家庭的

保育事業」を国の制度として位置づけている。
　しかし、実施している市町村は全国で約80（2008
年調べ）にすぎず、地方自治体により名称や実施
内容が異なるため家庭的保育が具体的にどのよう
な保育システムかよく知られていない５）。
　法制化された、平成22年４月以降、新たに家庭
的保育事業を開始する市町村も増えており、制度
のさらなる普及・充実が期待されている。

（3）ヴァルドワーズ県における託児の状況

　県において、託児所や保育ママに預けることの
できる３歳以下の子どもの数は、100人中41人と
なっており、待機児童の数はイルドフランス州全
体の平均よりも多くなっている。
　現在、県議会では保育ママの数を増やす、ニー
ズの多い地域の保育所の建設をコミューンに対し
て要請する、といった政策を重点的に進めている。
　県の一番大きな問題は、保育ママの分布と子ど
もの数の分布が合わないことである。経済的に問
題の多い地域は、女性が働こうとしても職がない
ので、保育ママになる女性がいるが、経済的に豊
かな地域は、女性が職を持っていることが多いの
で、保育ママのなり手が少ない。
　これは、都市部と農村部でも同じことが言える。
都市部では保育ママの数は足りず、農村部では逆
に保育ママの数が多くなっており、需要と供給の
バランスが地区によってとれていない。
　また、親はできるだけ自分の家の近いところで
託児所や保育ママを見つけようとするが適合が難
しく、知らない個人に預ける保育ママよりも圧倒
的に保育所に預けることを希望するため保育所の
数が不足している。
　県は保育ママの地位向上のため、1992年に保育
ママになる人への教育を義務付け、2005年には教
育の時間を倍にしたが、120時間に過ぎず、まだ
保育ママの社会的地位は低い。保育ママの地位向
上は県議会の政策のひとつの柱となっている。
　開業保育ママに子どもを預ける場合、家族手当
金庫からの手当に加えて、２年前から県独自の手

議場の様子
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当を所得に応じて支給している。
　子どもを預ける３つめの方法として、家に誰か
来てもらって、仕事をしている間面倒を見てもら
うことであるが、県では全く権限は持っていない。

４．おわりに
　ヴァルドワーズ県はパリへのアクセスの良さと
国際空港があるという利点を生かし、企業を誘致
し、順調に人口を増やしてきた。そのなかで、保
育所の不足という問題はあるものの、親の負担を
経済的・精神的に減らして女性が働きながら子育
てをできる環境を整えてきた。

　今回、対応していただいたフォルティエ氏は、
PMIのさまざまな施策は「すべての子育てをでき
る限り良い条件のもとで行う」ことにつながる、
と語っている。
　少子化を解消するために施策を行うというより
も、子育てしやすい環境を整えることが出生数の
向上につながっているのではないか。
　今回、ヴァルドワーズ県を視察して、日本とフ
ランスでは同じような政策も多いと感じた。それ
ならば、新たに少子化対策を始めるだけではなく、
利用者の声を聞き、今行っている政策をよりきめ
細かく充実させていくことも、出生率向上にとっ
て大切なことではないだろうか。

１） 大阪府ホームページ
 （http://www.pref.osaka.jp/kokusai/koryu/france.html）
２） 1997年11月に友好提携10周年事業のため、大阪

府知事がヴァルドワーズ県を訪問した際、寄贈し
たもの。

 県のエルブレ合唱団が東大阪市立縄手南中学校を
訪問したことがきっかけとなり、同校の美術教諭
が彫刻した。

３） Protection maternelle et infantile
 県が提供する「母子保健による保護」（機関）
 日本の「保健所」に相当する機関
４） 政府広報オンライン
 （http://www.gov-online.go.jp/featured/kosodate/

support/kateitekihoiku.html）
５） NPO法人　家庭的保育全国連絡協議会
 （http://www.familyhoiku.org/）

玄関先にて
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児童虐待や非行の根絶のために
〜緊急電話と研究の最前線から〜
訪問日　2010年９月30日（木）
訪問先　危険状態にある子どものための全国研究所
説明者　アンヌ・シルヴィー・スドプラトフ氏
　　　　フレデリック・ボテラ氏
通　訳　大関　達哉氏

１．はじめに
　私たちの訪問の目的は、フランスにおける子育
て支援制度の研究である。準備段階では、日本で
言うところの子ども手当や保育制度といった直接
的な支援制度について焦点を当て、研究していた。
しかし、いざ現地へ赴くと、人々の意識が直接的
な支援よりも、むしろ安心して子どもを育てるこ
とができる環境づくり、すなわち間接的な支援制
度に向いていることを感じた。これは意外なこと
であった。
　これら間接的支援制度については、他の報告で
も触れることになるが、この報告では、間接的
支援の中核をなす機関として『SNATED（危険
状態にある子どものための全国電話サービス）１）』
と『ONED（危険状態にある子どものための全国
研究所）２）』について報告することとする。
　これらは、『GIPED（危険状態にある子どもの
ための公的利益団体）３）』の下に位置する。主に
児童虐待や非行防止を目的に国の意向で設立され
た、いわゆる間接的支援の中心的機関である。国
の意志による設置ではあるが、機能の一部に民間
も参画していることから、日本で言うところの独
立行政法人のような存在といえようか。
　GIPEDは、法に基づき国と県がそれぞれ50％
ずつ費用を負担して運営している団体である。理
事長を筆頭に、次いで事務局長などで構成され、
総勢80人のスタッフが働いている。事務局長は政
治家が務めることになっており、現在、フィニス
テール県（ブルターニュ地方）の県議会議員が就

任している。
　組織は、理事会と総会からなり、それぞれ、国、
県、NPOの３つのグループで構成されている。
最初のグループは国である。国からは10の省庁が
代表を送っている。２つめのグループは県の代表
で、国内100県のうち理事会には15県が、総会に
は100県すべてが参加している。３つめのグルー
プは子どもの擁護を行っているNPOである。現
在、５団体が参加している。

２．SNATED・危険状態にある子どものため
の全国電話サービス

　電話119番といえば、言わずと知れた消防署の
緊急電話である。しかし、ここフランスでは事情
が変わり、119番は日本でいうところの「児童虐
待ホットライン」となる。「児童虐待ホットライン」
は、わが国では、テレビCMなどを通じて、よう
やく世間の認知を受け始めたところであり、いま
だに通常の電話番号（よくてもフリーダイヤルで
ある。）、緊急性とはほど遠い電話サービスとなっ
ている。
　一方、フランスでは、ずいぶん以前から、３ケ
タ番号の緊急電話番号として運用されている。こ
の項では、GIPEDの一機関であるSNATEDにつ
いて報告する。
　まずは、SNATEDについての経緯を紹介する。
　フランスでは、児童虐待や非行防止に関して、
さまざまな機関が独自で支援をしてきた。ところ
が、1980年代に入って、ある程度政府が機関どう
しの調整に介入する必要があるとの考えが芽生え
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てきたのである。1988年にジスカール・デスタン
元大統領の夫人が、検討委員会を立ち上げて、自
ら先頭に立ち、イタリアの『テレフォノ・アズー
ロ（青ナンバーサービス）』からヒントを得て、
フランスでも同じようなサービスを作ると提案し
た。

　翌年には虐待に関する法律が採択され、その一
環として電話サービスが発足した。当時は「虐待
児童全国電話サービス」という名称で、10ケタの
番号でのスタートだった。
　1997年には念願だった３ケタの番号を取得する
ことができ、「119番」となった。2003年には緊急
電話としての無料化を果たし、2007年に現在の

『危険状態にある子どものための全国電話サービ
ス』に名称を変更し、現在に至っている。
　サービスの役割は３つある。１つめは、電話の
内容を的確に判断し、適切な機関につなぐこと。
２つめは、得た情報を『CRIP（懸念すべき情報
の処理室（県議会の情報窓口））４）』を通じて県議
会に伝え、処理をしてもらうこと。３つめは啓発
活動である。
　サービスは24時間体制である。フランス本土の
みならず、海外のフランス領からも利用すること
ができる。委託を受けた民間業者がかかってきた
電話の前処理をし、社会福祉士や法律専門家、心
理士など９人の相談員に振り分けている。

　上図に示すように、いたずら電話の多さが目立
つが、それでも年間33,000件あまりの事案を処理
していることが分かる。危険な状態に関する情報
の処理が、１日あたり100件のペースで行われて
いるのである。その約50％が心理的な暴力に関す
るもの、36％が身体的な暴力に関するものとなっ
ている。
　通報内容はCRIPに伝え、処理を委ねるが、同
時にCRIP側にも処理経過を報告する義務が生ず
る。SNATEDの活動の成果ともいえるCRIPから
の報告は、2009年には11,389件を数えた。そのう
ち81％までが行政的・司法的処置に至っており、
うち50％がそれまで何ら社会福祉当局によるフォ
ローを受けていなかった事案であることから、危
険な児童の発見に関してのSNATEDが果たす役
割は大きいといえよう。

３．ONED・危険状態にある子どものための
全国研究所

　ONEDもSNATEDと同じくGIPEDの一機関で
あるが、こちらの歴史はまだ浅く、設立は2004年
である。
　フランスでは、18歳未満を児童と位置づけて、
成人と区分して対応している。16万人いるとい
う対象児童のうち、約3,600人、２％弱の児童
が、現在何らかの保護の対象にあるとされている

（2009年資料）。何らかというのは、行政的措置と
司法的措置を指すのであって、これらはその保護

電話処理の状況（2009年）



Ｂ班　海外研修

80

に緊急性があるか否かにという観点で区分されて
いる。緊急性がない場合は行政機関である県議会
の管轄となり、緊急性がある場合は、司法機関で
あるPJJ（児童司法保護機関）が関与することと
なる。フランス独特の制度といわれる「少年裁判
官」制度は、この両者の間に介在するのである。
　ONEDは、児童擁護・保護を効果的に進めるた
めには、行政機関や司法機関などフランス内に散
在するデータを集約し、分析することが必要であ
るという考えから成立したのである。
　組織は、所長以下、技術スタッフと事務スタッ
フで構成される。技術スタッフは、司法官、児童
擁護の専門家、社会学者、心理学者や教育学者な
ど、学術的な専門家が顔をそろえる。
　研究所の役割は３つ、１つめは児童擁護に関す
る知識を深め、その普及を図るということである。
具体的には子どもが危機に陥るプロセス、子ども
を保護するプロセスをよりよく理解することを意
味し、これはさまざまな研究や調査により行われ
るものである。
　２つめは、実際に児童擁護の分野で行われてい
る活動について、その調査、分析をし、その結果
を伝えることである。研究所の内部に学術委員会
が設けられており、そこで毎年２つの研究が行わ
れている。研究結果は、報告書の形にまとめられ
る。ここ数年のテーマを列挙すると、2010年は「子
ども擁護における医療の側面」、2009年が「いろ
いろな児童擁護機関によってフォローされている
在宅児童」、2008年が「複雑な問題を抱える処置
困難な児童」となっている。報告書は、国に対し
ての提出義務を負う重要な研究成果物である。

　３つめは、国や県やNPOなどさまざまな機関
の活動に支援を行うことである。具体的には、情
報提供のためのイベントを行ったり、テーマごと
の講演を行ったりすることが中心で、日常的な業
務に対しての助言などの支援も行っている。
　設立以降、年々予算も増大し、国家の期待が集
まるONEDではあるが、まだまだ課題も山積して
いる。国内に散在しているデータを集約するのが、
その使命の入り口であるが、実際には困難な作業
であることが多い。国と県など機関の違いによる
施策の違いや、行政機関と司法機関による違いな
ど、いろいろな壁が立ちふさがっているのである。
2004年の法改正で、司法児童擁護機関全体として
は少年の犯罪面というだけでなく、より総合的な、
福祉的な要素も加えた擁護を行うということが方
針として出された。にもかかわらず、現実として
は、県レベルの司法児童擁護機関では、刑事面の
データのみが取り扱われているのである。
　各機関が設立の趣旨どおりにデータを共有でき
たとき、ONEDが積み上げてきた研究は、大きな
力を発揮するに違いない。ONEDの今後に期待し
たい。

４．おわりに
　200年も昔に人権宣言を行った国家において、
国民は「人権の国家」であることを誇りに思って
いるそうである。フランスを訪れてはじめて感じ
たことであるが、児童虐待や非行といった問題を、
フランスでは児童自身の人権問題としてとらえて
いる節がある。同じ視点に立つと、わが国におい
ては、それらは、大人が直面する問題であり、児
童は、その従属する者としてとらえられているの
ではないだろうか。
　冒頭でも書いたが、直接的支援の勉強をするた
めに渡仏した私たちにとって、間接的支援に対す
る意識の高さは、ある意味大きな肩すかしであっ
た。しかし、児童の人権問題、将来の問題として
とらえると、間接的支援の影響の大きさにも、大
いに納得せざるを得なかった。
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　文化的にもまったく別の歴史をたどる我が国
に、これらの考え方を根付かせることは容易では
ない。根付かせる考え自体が間違っているのかも
しれない。しかし、発想のきっかけ、意識の改革
のお手本としては、フランスは十分すぎるサンプ
ルである。無料緊急電話の119番サービスなどは
いい例だ。同国にも、隣近所といった地域のコ
ミュニティーが存在し、その住民どうしの距離の
近さが119番の効果を上げているそうだ。児童虐
待・擁護の問題は待ったなしの状態にある。我が
国においてもぜひ参考にしていただきたいもので
ある。

【参考文献等】
ドイツ・フランスの児童虐待防止制度の視察報告

書　フランス共和国編／子どもの虹情報研修セン
ター

海外制度調査報告書（イギリス及びフランス）／東
北大学大学院法学研究科・准教授 久保野 恵美子

１） Le Service National d’Accueil Tèlèpho−nique
２） Observatoire National de l’Enfance en Danger
３） GIP（Groupememt d’Intèrêt  Publ ique） 

ENFANCE EN DANGER
４） ce l l u l e s  d e  r e cu e i l  d e s  i n f o rma t i o n s 

prèoccupantes
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地域における
子どもの居場所と健全育成
訪問日　2010年９月30日（木）
訪問先　ドニスギャロン・ルドテック
説明者　ジャンルイ・スバルデラ氏
通　訳　大関　達哉氏

１．はじめに
　日本社会が、少子高齢化や児童虐待の増加等に
より子どもを取り巻く環境が変化する中で、平成
18年12月に59年ぶりに改正された教育基本法で
は、「生涯学習の理念」（第３条）、「家庭教育」（第
10条）、「社会教育」（第12条）、「学校、家庭及び
地域住民等の相互の連携協力」（第13条）等、生
涯学習関連の規定が充実した。これらを踏まえ、
家庭・学校・地域が課題や目標を共有し、社会全
体で子どもを育てる体制づくりが進められてい
る。
　さまざまな子育て支援施策を持つフランスで
は、大人になってから自らの人生を決定すること
ができるように、子どものころから自律性・自主
性を育む教育が行われているという。そこで、フ
ランスの地域社会で子どもがどのように育成され
ているかについて、パリ市13区のドニスギャロン・
ルドテックを訪問し、イルドフランス州ルドテッ
ク連合会のスバルデラ氏に話を伺った。

２．ルドテックの歴史と組織
　ルドテックとは、子どもの発育を促すおもちゃ
を多数所有し、貸し出したり、施設内で子どもを
遊ばせたりする施設である。日本語では「おも
ちゃの図書館」と訳される。1930年代末にアメリ
カで誕生し、その後、ヨーロッパでは1950年代末
～1960年代ごろにデンマークで初めて設立された
という。フランスでは、1968年にディジョンとい
う町の文化センターを運営するアソシアシオンに

よって設立されたのが始まりである。現在、フラ
ンス国内には約1,200か所、イルドフランス州内
には約240か所ある。
　ルドテックの全国的組織として全国連合会がパ
リの６区にあり、その下に各州の連合会が設置さ
れている。各州の連合会では、ルドテックに関す
る資料を集め、州内の新旧のルドテックへ、資金
調達や新規プロジェクトの企画運営についての支
援を行っている。また、ルドテックに関する調査
研究をしており、最近では、「男児と女児の遊び
方の違い」についての報告書を刊行している。

３．ドニスギャロン・ルドテックの概要
　こちらのルドテックは、子どもだけでなく、０
歳から高齢者までの一般市民を対象とした事業を
行っている。ただし、日常的に利用するのは、12
歳ぐらいまでの子どもである。
　特徴としては、年齢によって遊びの内容を分け
ているのではなく、おもちゃの特性によって４つ
の活動場所に分けているところである。

（1）活動場所と事業内容

●第１のスペース　ぬいぐるみなどが置かれた、
触感の訓練や運動・知覚の発育を助けるスペー
ス。ここだけは主に乳幼児が対象になっている
が、その他の利用者を制限していない。ただし、
託児所ではないので、保護者や保育ママと一緒
に来て遊ぶ場所である。

●第２のスペース　いろいろな仮装衣装、変身道
具等が置かれ、子どもが「ごっこ遊び」をして
自分を演出する、またはフィギア等を使って想
像の世界を演出するスペース。ここではいろい
ろな人との会話を通じて、問題解決力を身につ
ける。

●第３のスペース　カプラ１）やレゴ等の組み立て
ゲームをするスペース。広い面積を確保できな
いので、他のスペースと共用している。

●第４のスペース　みんなでルールを守りながら
ゲーム行うスペース。手先の器用さや、経路を
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たどって１つの場所に行くことを競うゲームを
置いている。ほかに観察や、言葉、戦略、偶然
等のゲームがある。

　利用者は、これらのスペースでおもちゃを使っ
て遊ぶだけでなく、全てのおもちゃが貸し出し可
能なので、家や地域で遊ぶこともできる。
　また、ルドテックでは各種イベントを実施して
いる。例えば、アフリカやアジアの伝統的なおも
ちゃというテーマで、おもちゃを集めてきて展示
したり、市民から新しいおもちゃの提案を募った
り、町でのお祭りのときに、少し広い場所へ木造
のおもちゃを持って行き、市民におもちゃと触れ
合う機会を提供したりしている。
　また、どこのルドテックでも社会福祉・教育・
文化の３つの柱がある。市町村のどの部局に属し
ているか、また、設置されている地区の特性によっ
て、それぞれの優先課題を持っている。イルドフ
ランス州では、社会的問題を抱えている地区、都
市政策で優先して開発が行われている地区等に設
置されているので、社会福祉的な側面が強調され
る傾向がある。そこでは、市民の社会化や関係づ
くり、コミュニケーション能力の育成等を中心に
活動を行っている。社会福祉的な活動としては、

「ルドモビル」がある。これは学校が休みのとき
にバカンスに行けない子どもを対象に、おもちゃ
を車に積んでいろいろなところを回り、貸し出す
活動である。そのほかに、高齢者を招き子どもと

の世代間交流を行っている。

（2）利用について

　開館時間は、下表のとおり放課後が中心だが、
学校が休みの水曜日と、火・木曜日は午前中も開
館している。特に火・木曜日の午前中は、親や保
育ママが子どもを連れて来ることができるように
している。最近では日曜も開館しているルドテッ
クがある。
　利用には、年会費25ユーロ（イルドフランス州
の平均は15～20ユーロ）で、会員登録が必要。登
録すれば、家族全員が利用することができ、 現在
400家族が会員になっている。
　おもちゃの貸出し料金は、無料のものもあるが、
１つあたり平均0.1～１ユーロと低額である。な
お、貸出し期間は２週間である。
　施設の利用者（保護者を含む）は、多い日で約
80人～100人、少ない日で30～40人である。

第1のスペースで説明するスバルデラ氏

図１　パリ市内のルドテックの配置図２）

　　　　　（矢印がドニスギャロン・ルドテック）

月曜日 14時～18時30分

火曜日 ９時～12時、16時～18時30分

水曜日 10時～12時、14時～18時30分

木曜日 ９時～12時、16時～18時30分

金曜日 16時～18時30分

土曜日 14時～18時

表１　ドニスギャロン・ルドテックの開館時間
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４．事業の評価と課題
　ルドテック全ての共通点として言えることは、
それぞれの場所の近くに、幼稚園や小学校など、
子どもを日常的に預かる機関があり、それらと
ネットワークをつくっている点である。それらの
機関と連携し、地域での子どもの社会・教育・文
化的な観点からの役割を担うことにより、高い満
足度を得ている。
　それを裏付けるものとして、市町村立はもちろ
んアソシアシオン等私立のルドテックでも地元の
公的機関や市役所、議員の支援を受けている。ド
ニスギャロン・ルドテックもアソシアシオンの設
立であるが、資金の多くは、13区の区役所と家族
手当金庫から出ている。
　しかしながら課題として、予算の確保がまずあ
げられる。余暇活動や文化の分野が予算削減の最
初の標的になるのは日本と同じであるが、特に「子
どもの遊び」を目的としたルドテックの活動は、
政策的にも重要視されず、予算削減を受けやすい。
　２つ目の課題は、ルドテックのスタッフを専門
職として認めてもらうことである。ルドテックの
仕事の特殊性から、スタッフにはいろいろなゲー
ムの知識や、子どもの発育に関する知識等が求め
られる。しかし一般的には、子どもと遊ぶだけだ
から簡単で、だれでもできるという間違った認識
があり、実際に新しくできたルドテックには、全
く教育を受けてないスタッフもいる。これらの課
題を解決するために、ルドテックの認知度を上げ
るための活動をしている。

５．ルドテックにおける子どもの健全育成
　さまざまな年令の子どもが集うルドテックであ
るが、スタッフはどのように子どもと接している
のであろうか。意外にも、ルドテックの利用につ
いてのルールはほとんどなく、一般的な社会通念

（他者を尊重する、場所・物を大事にする等）を
守ってさえいれば、自分たちが自由に行き来し、
自由におもちゃを取って来て、自由に遊ぶ、ある
いは遊ばなくたっていいそうである。

　ここで重視している点は、子どもが遊ぶ内容に
ついて全く干渉しないことである。例えば、12歳
の子どもが来て、赤ちゃんのためのスペースで

「ごっこ遊び」をしたとしても、そのことでだれ
からも批判されることはない。それが家や学校だ
と、それは赤ちゃんのやることだと言われること
があるが、ここでは子どもの個性を受け入れて見
守っている。
　また、ルドテックのおもちゃは、開館してか
ら２～30年経っているところでも、大切に使わ
れているため、今でも新品同様である。それは、
スタッフがおもちゃを大切にしている姿勢を表
している３）ので、子どももその姿勢を尊重する
ようになるからである。さらに子どもは、ルドテッ
クを自分の場所という認識をし、自分の家にある
ものを大切にするのと同じように、ルドテックに
あるものを大切にしている。そのため、おもちゃ
が盗られたりして無くなることはほとんど起こら
ないそうである。

６．おわりに
　「このルドテックでどのような子どもを育成し
ていきたいか」の問いに、「それはよいおもちゃ
とは何かにつながる。乳幼児の発育を促すものと
しては、１つのおもちゃに１つの機能だけでなけ
ればならない。ぬいぐるみは、あくまでもぬいぐ
るみであって、それにいろいろな機能を付けて勝
手に話したり動いたりするようではいけない。ぬ
いぐるみに自分の色々な想像を投影することによ
り、想像力を身につけ、他者との関係づくりを育
むことを目的としている。
　ルールがあるゲームでは、１つのルールをすべ
ての人が尊重すること。そしてルールを決める際
には交渉を行い、最終的には相手と自分との間で
合意に至るプロセスを経なくてはならないので、
交渉力やコミュニケーション力の育成を目的とし
ている。また、ゲームは勝つことも負けることも
あり、必ずしも大人が勝つのではなく、大人が負
け子どもが勝つこともある。このようなことは
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ゲーム以外では体験することができないので、子
どもにとっておもしろい経験になる」と回答され
た。
　現在、日本では「教師と生徒」や「親と子」と
いった「タテの関係」、また子ども同士の「ヨコ
の関係」以外に、地域社会における「ナナメの関
係」が重要視されている。それは「親よりはよほ
ど気兼ねなく質問できるお兄さん、お姉さん、オ
ジサン、オバサンとの関係。（中略）学校や家庭
よりも適度な距離感が保て、いい意味でいい加減
で寛容性もある場所。（中略）できなくても恥ず
かしくないし、できると知らない大人からも誉め
られる」４）関係や場所のことである。
　ルドテックはまさに「ナナメの関係」を体感で
きる場所であり、ゲームの世界では、「タテの関係」
を逆転することだってできる。子どもにとっては、
夢のような居場所だろう。
　日本における子どもの居場所づくりは、主とし
て、文部科学省と厚生労働省が連携し、平成19年
度から実施している「放課後子どもプラン」によ
り、小学校、公民館等を中心に設置が進められて
いる。そこでは、さまざまな「体験」を通して世
代間・異年齢間交流が進められているが、ルドテッ
クほど「おもちゃ」を重視している活動事例はな
い５）。
　また、おもちゃの図書館は、全国で約500か所
あり、大阪府内には21か所設置されている６）。し
かし利用対象は、主として発達に遅れがあったり、
心身に障がいがあったりするため上手に遊べない
子どもだけであり、運営は利用児童の保護者によ
るボランティア活動の為、月１～２回のみ開設す
るところがほとんどである。
　今後、放課後子どもプランとおもちゃの図書館
が連携し、全ての子どもを対象として日常的に、
よいおもちゃやよい関係と出会うことができる地
域における子どもの居場所の整備が求められる。

１） Kapura フランスの木のおもちゃ。薄い木の板で
様々な形を作り、集中力や創造力、協調性を育む。

２） ALIF（Association des Ludothèques en Ile-de-
France）ホームページ（表１も同様）

 http://www.lalif.org/
３） 箱入りおもちゃは、箱の外側にプラスティック

カバーを貼ったり、紙などを貼り付けて強化して
ある。また内容を分析したうえで、シールの色で
分類され、全てのものにナンバリングされている。

４） 藤原和博著『公教育の未来』ベネッセコーポレー
ション、2005年

５） 放課後子どもプランホームページ
 http://www.houkago-plan.go.jp/
６） 日本おもちゃの図書館財団ホームページ
 http://www.toylib.or.jp

集合写真（上）とスタッフのレニー氏によるドイツのお
もちゃ「バンボレオ」の実演指導（下）
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お わ り に

　先進国の中で最初に人口減少に直面し、少子化
問題を家族政策として国全体の問題としていち早
く対応したフランス。2008年には特殊出生率は2.0
を超えたものの、国民の意識ではこの数値でも、
まだなお低いと感じているという。
　各報告書の中にもあるように、フランスでは長
く少子化に対して問題意識を持ち、そして、多様
な対応を図ってきている。この視察で見てきた施
策は、我が国の見本となるものが多く、実り多い
ものであった。
　しかし現場では課題を抱えていることも、この
視察を通じて分かったことである。

　フランスでは公立の学校であれば教育費は無料
である。また、保育料は、我が国とあまり変わら
ないが、所得税の控除対象となっているなど保護
者の経済的負担は少ない。育児休業は完全取得が
可能で、学校の行事のために有給休暇が取得でき
るなど子育て世代にとって手厚い施策も見られ、
労使のコンセンサスのもと、仕事と家庭生活、さ
らにはプライベートな生活との両立ができる労働
環境を整えている。
　今回の視察では残念ながら訪問できなかった
が、保育学校の存在が大きなものと考えられる。
水曜が休みであることが多いとはいえ、我が国の
保育所のように入所のための要件などなしに、３
歳児、場所によっては２歳児になれば、８時30分
ごろから16時30分まで、無料で通うことができ
る。この保育学校に通うことができるまでの間、
どこかで託児ができれば、その後は子どもを預け
るところを探さなければならないという心配がな
くなるということも、働く親にとっては大きな安
心感があり、労働環境に大きく作用していると考

えられる。
　また、ルドテックやサノフィ・アベンティス社、
PJJなど、今回訪問した視察先で、アソシアシオ
ンと呼ばれる非営利団体が、多岐にわたる分野に
おいて、社会の中に深く浸透し、少子化政策を支
えていることも、要因のひとつと思われる。
　さらに柔軟な法の制定や改正ができるというこ
とが可能としているとは思われるが、少子化対策
には不完全であると判断された制度については、
即時対応をし、その実現のための施策や考え方に
は、その場しのぎのものではなく、根本がはっき
りとした筋の通ったものが感じられた。
　しかし一方で、子育て施策の直接的支援である、
託児施策の救世主と思われた保育ママ制度も、現
実には保護者は集団保育所に預けたいというニー
ズに対応しきれないための代替であるという側面
を持ち、その社会的地位などに問題をはらんでい
て、制度をそのまま我が国に導入することは難し
い。
　間接的な支援も、フランスでは子どもが安全で
安心して育っていける環境づくりのため、子ども
のための緊急電話サービス「119」や被虐待児童
や非行青少年のための整備も進んでいる。ただ、
そこでもやはり非行青少年の取り扱いについて、
人権と司法の間でのせめぎ合いがあり、試行錯誤
をしているという印象をうけたのも事実だ。
　訪問前は美しく見えたさまざまな施策に、実は
いろいろな問題が内包されていたが、これからの
日本の制度設計の過程で大きな示唆を与えてくれ
た。

　2005年の国勢調査の結果を受け、2006年12月末
に発表された「日本の将来推計人口」によると、



Ｂ班　海外研修

87

2030年までに生産労働人口（20～64歳）が2005
年と比べ約1,400万人減り、65歳以上の老年人口
は約1,000万人増加する。このままでは、国民の
55％の労働者が、社会保障制度、教育の大部分を
支えていかねばらなくなる。
　その先の社会の姿は、これから生まれてくる子
どもにかかっている。
　第13回出生動向基本調査によると、1982年から
2005年まで希望子ども数は減少し続けていたもの
の２人を超え、2005年には増加に転じている。し
かし、実際の出生率は２人を下回り、また、2005
年実施の内閣府「少子化に対する国際意識調査」
では、希望子ども数に達していない人たちの半数
以上が子どもをこれ以上増やしたくないと感じて
いるという結果が出ている。
　日本の国民が家族を持つことを望まないのであ
れば、危機的状況を乗り越えるための別の道を選
択しなければならないが、国民の希望子ども数を
かなえるため、子育て環境や社会を整備していけ
ばこの状況を回避できるのである。

　最後になりましたが、今回の視察にあたりまし
て、フランスの制度について細やかにご指導いた
だきました西村智准教授、現地視察先で素晴らし
い通訳をしてくださった大関達哉さん、そして海
外研修という素晴らしい機会を与えてくださった
マッセ大阪の皆様、訪問に歓待してくださった現
地視察先の皆様に厚くお礼申し上げます。また、
業務多忙にもかかわらず、研修に快く送り出して
くださった職場の上司、同僚の皆様に、深く感謝
いたします。
　ありがとうございました。
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はじめに
　このたび大阪府の市町村職員研修に参加すると
いう貴重な機会をいただいた。研修会では、住民
により近いレベルで行政サービスを行っている
方々ならではの、子どもや親に寄り添った現実的
な意見が多く出され、自治体レベルでこのような
研修、研究、政策提言を行う意義を実感した。ア
ドバイザーという立場であったが、私自身が多く
の気づきと課題を与えられた場でもあった。本稿
では、それらの問題意識を踏まえながらフランス
のワークライフバランス（以下、WLB）につい
てまとめる。
　フランスは充実した家族政策で知られるが、労
働者にとっては企業での働き方も重要である。そ
こで、１節では家族政策について、２節では企業
におけるWLBについて紹介する。そして、３節
では日仏がともに抱える課題、地方分権化と国と
地方の役割分担について保育・教育行政をとりあ
げて議論する。最後に、自治体への期待を述べて
結びとしたい。

１節　5つのキーワードから読むフランスの
家族政策

　最近、多くの文献でフランスの家族政策の詳細
（各種手当や制度など）が紹介されるようになっ
たので、ここではその手法はとらずに、５つのキー
ワードから同国の家族政策を紹介する。

１−１　政策の一貫性

1994年に1.66だったフランスの出生率は、その後
増加の一途をたどり、2006年に2.0を記録した。
出生率の改善が急務である日本では、フランスの
多様で寛大な家族給付や保育サービスが紹介され
ることが増えた。しかし、同国の家族政策だけを
切り取って日本に導入しても、フランスのように
出生率は上がらないことは明白である１）。なぜな
ら、フランスの高い出生率の背景には、充実した
家族政策だけでなく、家族政策とその他の関連政
策（教育政策、雇用政策、住宅政策、税制等）と
の整合性があるからである。フランスに倣おうと
するならば関連するすべての政策が矛盾しないよ
う設計しなおさなければならない。
　また、フランスの家族政策は事業によって管轄
省庁が異なるにもかかわらず一貫性を持ってい
る。その理由の一つに、年１回開催される家族会
議において、家族政策の方向性や具体的な目標が
決定されることがあげられる。同会議には、主催
者である首相をはじめとして関連省庁の大臣、議
会の関連委員会の委員長、市町村連合会長、労使
団体、家族協会全国連合（UNAF）、UNAFに加
入している家族団体、社会保障制度機関、専門家
が参加する。1996年からほぼ毎年開催され、２週
間の父親休暇（2001）や乳幼児受け入れへの助成

（2003）などさまざまな実績をあげてきた。ただし、
ここ２、３年は開催されていないようである。

フランスのワークライフバランス

関西学院大学経済学部　
西　村　　　智　氏

※資料の無断使用・転載を禁じます。
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１−２　家族政策のための特別会計

　なぜフランスが寛大な家族政策を行うことがで
きるのかといえば、子育てが社会化されているか
らである。（日本では子育ては基本的に両親に委
ねられている。）その例として、フランスでは大
学までの教育が無償であること２）、そして手厚い
家族給付３）を可能にしている全国家族手当金庫
の存在があげられる。同金庫は政府から独立した
特別会計システムであるが、政府とともに決定し
た目標に沿って社会保障制度の三大柱の一つであ
る家族給付を行っている４）。この金庫収入の約６
割は使用者達からの拠出によるもので、各使用者
は賃金支払いの5.4％を支払っている。また、約
２割は一般社会拠出金（CSG：Cotisation Sociale 
Généralisée）という目的税で給与、および給与
外収入を課税ベースとする租税である５）。つまり、
フランスでは、企業や個人が、自らの従業員や自

4 4 4 4 4 4 4 4

らの子どもに対してだけではなく、社会会体の子
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

どもの育成のために
4 4 4 4 4 4 4 4 4

拠出をおこなっているのであ
る。現在、この同金庫をモデルにした子ども・子
育て基金（仮称）が日本で検討されているが、子
育ての社会化に対して社会のコンセンサスが得ら
れるかどうかが焦点になる。

１−３ 自由な選択を妨げない家族政策

　積極的な家族政策が行われるようになった背後
には長い歴史があり、それは19世紀後半にさかの
ぼる。当時のフランスは世界で初めて人口減少を
経験したのだが、これが国力の低下につながると
の懸念から政府による人口政策が始められた。そ
の後、第1次世界大戦の長期化にともなう物資の
不足とインフレが深刻化し、企業による家族手当
制度が始められた。経営者達は費用負担を均等化
するために補償金庫を設立し始めるが、これが前
述の全国家族手当金庫の原型にあたる６）。こうし
て始められた出生促進的な家族政策は男性稼ぎ手
モデルを基本とする保守的な（カトリックの）家
族主義に依拠していたが、第2次世界大戦後、特
に70年代の進歩的な理念の台頭にともない家族政

策は就業女性に対してより好意的なものとなっ
た。その結果、３歳以下の乳幼児保育サービスが
拡大するなど仕事と家庭との両立を支援する施策
が講じられるようになった。現在のフランスの家
族政策は、20世紀初頭の保守的な家族主義と国家
による支援を基本とする個人の平等主義との間で
産まれた妥協の産物である。この両者の意向が反
映されていることが様々なタイプの家族支援政策
の供給につながったのである７）。このように、フ
ランスの家族政策はより重層的できめの細かいも
のとなっていったが、それぞれの政策は相互補完
的な関係にあり、フランスの家族政策の基本理念
である「自由な選択」を可能にしている。つまり、
政策は子育てする親の自由な選択を妨げないとい
うことである。例えば、出産後にフルタイムで就
業継続するのか、パートタイムで就業継続するの
か、完全に就業を中断して子育てに専念するのか
は個人の自由な選択であると考えられており、ど
の選択をしたとしても何らかの支援が受けられる
ように家族政策が設計されている。具体的な家族
政策の内容（各種手当や税控除、保育サービス等）
は多岐にわたり相当なボリュームになるためここ
では省略する８）。

１−４　保育学校（École maternelle）

　保育学校が導入されたのは1881年とその歴史は
古い。当初は、保育に欠ける児童に限って受け入
れていたが、現在は（義務ではないが）３歳児の
ほぼ100％が通っている９）。２歳から６歳までの
児童が対象で、教育的観点から様々なことを（運
動をする、自己表現や社会性を身につける、生き
物に対する理解を深める等）経験させている。無
料である。保育学校の時間は午前８時半から午後
４時半までであるが、前後に提供されている保育
サービスを合わせると開校時間は午前７時から午
後７時までとなっている10）。フランスは多様な保
育サービスが供給されていることで知られるが、
この保育学校の存在が特に両親のWLBにとって
大きな役割を果たしているといえる。つまり、３
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歳になれば保育学校へ行くので、両親はそれまで
の３年間をなんとか頑張ればよい。幼稚園や小学
校の終業時間が早いために子どもが就学してもな
お両立が困難である日本の状況と対照的である。

１−５　認可保育ママ（Assistante maternelle）

　1977年５月17日法により保育ママに関する規定
が制定され、ベビーシッターの仕事が認可制度
により規制されるようになった11）。認可保育ママ
の利用方法には２種類あり、家庭保育所12）に雇
用されている認可保育ママの自宅で他の子どもと
一緒に預かってもらうケースと親が直接雇用する
ケースがある。前者の場合、児童は週に１度か２
度、保育ママと一緒に家庭保育所へ行き幼児教育
を受ける。通常、認可保育ママは一度に１～３人
の子どもを預かる。費用は子ども１人の場合は
世帯収入の0.05％で、その率は子どもの数が増え
るにしたがって0.01％ずつ低下する。例えば月収
2,500ユーロ（１ユーロ=110円とすると27万５千
円）の世帯収入で２人の子どもを預けた場合の費
用は100ユーロ（11,000円）である。この費用の
うち25％は税額控除の対象となるので、実際は
75ユーロ（8,250円）の負担である13）。直接雇用
の場合の費用は１時間2.49ユーロ（１ユーロ=110
円として274円、有給休暇を含む）、それに預け時
の光熱費等の費用と子どもの食事代などが１日約
6.5ユーロ（715円）ほど必要となる。週に１回（例
えば保育学校が休みの水曜日に）８時間利用する
と月105.68ユーロ（11,625円）が必要となる。し
かし、６歳未満の子を対象に、１日の支払いが最
低賃金の５倍（44.3ユーロ=4,873円）を超えない
ことを条件に家族金庫から手当てが受けられ、ま
た、費用の半分は税額控除の対象となるので、最
終的に両親が負担する費用は前述の例だと１日８
時間利用して約1.6ユーロ（176円）のみとなる14）。
保育ママの社会保険料は両親ではなく家族金庫が
負担する。
　このように保育ママは比較的費用が安く、親の
都合に合わせて利用できる、また保育所に空きが

ない場合に利用できるなど子育て支援に欠かせな
いシステムだが、保育ママの社会的地位の低さと
保育の質の相対的な低さという点で課題が残され
ている。

２節　企業におけるワークライフバランス
　労働者達のWLBは、政府主導の家族政策や労
働法によって最低限の権利が保障されている。一
部の企業の労使協定や公務員規定はそれらをさら
に強化する施策を行っている。また、近年では、
企業内労使協定の中でWLBに関する職場レベル
での取り決めが行われるようになってきている。
　フランスは、伝統的に全国レベル、あるいは産
業部門レベルで結ばれる労使間協定が基本とされ
てきた。しかし、2000年以降、企業レベルでの労
使間交渉・協定が重視されるようになってきてい
る。
　企業レベルでの労使協議と週35時間制は、勤務
体系の多様化と柔軟化を促し、フランス企業で働
く労働者達のWLBに大いに貢献している。以下
では、フランス企業のWLBを特徴付ける３つの
キーワード、企業委員会、35時間制に伴う労働時
間管理の変化、男女混合（Mixité）に分けて議論
していく。

２−１　企業委員会（Comité d’entreprise）の役割

　企業独自のWLB施策に重要な役割を果たして
いるのが企業委員会である。
　企業委員会とは、組織、経営、運営、雇用問題
に関わる経済的事項の決定や福利厚生制度に関し
て労使が協議するための機関であり、50人以上の
従業員を雇用する事業所に設置義務が課せられて
いる。委員会の構成メンバーは経営者（あるいは
事業所のトップ）、組合より指名された組合代表
者１名、事業所で選出された従業員代表者15）で
ある。経営者（あるいは事業所のトップ）が委員
長を勤める。
　従業員のWLBに関してこの企業委員会が果た
している役割はクリスマスショーから企業内託児
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所まで様々であるが、これらの両立支援は性質上
３つのカテゴリー、すなわち①労働時間の調整、
②金銭的供与、③サービスの供与に分けることが
できる。
①労働時間の調整

　2004年から2005年にかけてINED（国立人口
研究所）とINSEE（国立統計経済研究所）によっ
て行われた「家族と雇用主」調査によれば、半
数の事業所が仕事や労働時間の編成において従
業員の家族生活を考慮していると回答している
16）。しかし、その内容を詳しくみると、新学期
初日のような一時的な事柄に対して調整を行う
企業が多い一方で（85％）、子どもの学校や保
育所の開所時間に合わせた働き方や長い通勤時
間への配慮など日常的な労働時間の調整を行う
企業は少ない。特に子どもの学校時間に合わせ
た働き方は普及しておらず、グループ法人以外
の一般企業で10％強、グループ法人企業で40％
弱である。ただし、公務職ではこの措置を取っ
ている事業所が多く、特に病院関係の公務職で
は80％以上の事業所が学校時間に対応した働き
方を整備している。
　病児ケースの取り扱いは雇用主によって異な
る。４分の３の事業所が勤務時間の調整を認め
ているが、病児に関する特別有給休暇の有無は
事業所によって異なる。ほぼすべての公的部門
でこれらの休暇を認めているのに対して、民間
企業では44％にとどまる。また、事業所規模が
大きい、または、創業が古いところでは措置を
講じている比率が高い。
　従業員から出される短時間勤務の希望に関し
ては、全事業所のうち42％が認める、46％が一
部において認める、そして12％は組織的に認め
ないと回答している。認めないと応えた事業所
は50人以下の小企業、自動車部門、建設部門で
多くみられる。短時間勤務とはもちろん正社員
に対する制度で、子どもの学校の休み（水土日）
に合わせた週４日勤務が普及している17）。短時
間勤務については、次節で35時間労働法との関

連で詳しく述べる。
②金銭的供与

　最も古くからある金銭的供与は出産休暇時の
追加的な補償金である。公務員については給与
の維持が保障されているが、その他は労使協定
による。国営・公営企業はそのほとんどが給与
の維持を保障しているが、その割合は、非営
利民間部門（70％）、グループに属する事業所

（59％）、グループ企業以外の事業所（35％）と
なっている。
③サービスの供与

　託児関連の供与を行う事業所は稀である（全
事業所の２％）。託児（託児所、外部託児所の
専用枠）、余暇センターは、主に公務職、国営・
公営企業、1,000人以上の大企業で提供されて
いる。28％の事業所（該当する労働者の割合で
は43％）が林間学校（Colonies de vancances）
を提供している。こちらも国営・公営企業、病
院関係の公務職、国家公務職で供与されている
比率が高い。

２−２　35時間労働法と労働時間の柔軟化

　35時間労働法導入によって、組織における
労 働 時 間 短 縮（RTT：Réduction du Temps 
de Travail） と 労 働 時 間 の 柔 軟 化（ATT：
Aménagement du Temps de Travail）が進んだ。
そして、RTTとATTによって、①労働時間の年
間管理化（Annualisation）と②短時間勤務が大
きく促進された。
①　労働時間の年間管理化

　週35時間制導入にともない、週35時間が適用
対象外である管理職に対しては、年間勤務日数
の契約（Forfait en jour）をすることが求められ
ている。年間勤務日数の上限は218日である18）。
この年間管理化は管理職女性の労働時間を柔軟
にし、彼女達のWLBに一役かっている。
②　短時間勤務制度

　Insee のEnquête Emploi（2007）によれば、
無期雇用（CDI）のうち約16％が短時間勤務で
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ある。週35時間制の導入をきっかけに週４日勤
務が普及し、管理職でも週４日勤務という働き
方を選択している人がいる。このことは短時間
でもキャリア形成、そして、ある程度の昇進が
可能であることを示している19）。ただし、こう
いった働き方は女性に偏っており、男女平等が
フランスでは課題であることを付け加えてお
く。

２−３　男女混合（Mixité）

　企業委員会などの労使協議では、WLBに関す
るすべての事項（賃金、労働時間、労働編成）に
おいて職業における男女平等の項目が設定されて
いる。つまり、少なくとも形式的には議論の中に
常にジェンダーの軸が据えられている。この背景
には企業、産業レベルで職業上の男女平等に関す
る交渉を定期的に行うこと義務付けたジェニッソ
ン法（2001年５月９日）以降、職場レベルでの労
使間の対話が進んだこと、シラク前大統領の提唱
による男女間の賃金平等法（2006年３月23日）、
サルコジ大統領のイニシアティブによって開催さ
れた「職業と賃金の平等に関する三者会議」にお
いて男女間賃金格差の是正措置を締結しない企業
に対して制裁金を課すことが決定されたことがあ
る。
　フランスの男女雇用均等政策は、2000年に入り
これまで目標にしてきた平等という概念から多様
性を受容し活かすという発想へとシフトしている
が、その関係でよく用いられるようになった用語
が「男女混合」である。あえてダイバシティとい
う用語を使わないのは、性や国籍、文化などをひ
とまとめにして多様性とする中で女性差別特有の
問題が埋もれてしまうリスク、倫理的な視点から
経済的な視点へシフトさせる中で男女平等が企業
にとって都合のよいように解釈されるリスク、違
いを受容することが新たな男女間職業分離につな
がるリスクが認識されているためである20）。した
がって、フランスの「男女混合」は、アングロサ
クソン的な経済的視点（企業のパフォーマンス）

の色合いは薄く、キャリアと稼得機会における男
女平等といった倫理的側面の色合いが濃い。
　男性だけではなく女性の能力も活かすという視
点は、WLBに向けた職場環境の整備を推進する
力になっている。

３節　地方分権化と国と地方の役割分担
　中央集権的なイメージが強いフランスである
が、1982年の地方分権法の成立以降、国−州、国
−県、国−コミューン（市町村に相当）の３層並
列型で地方分権が進められている。2003年には憲
法においてフランスが地方分権国家になること、
国から地方への権限移譲には財源の移譲を伴うこ
とが明記された。この憲法改正の翌年には国から
地方自治体への権限移譲を規定した2004年法が制
定され、州、県、コミューンそれぞれに権限が移
譲された。しかし、課題がないわけでもない。石
油製品内国消費税や自動車関連税などの税源移譲
が行われたものの、権限移譲に対して財源移譲が
完全に行われていないことや権限移譲に伴って国
から交付される補助金が国によって行われていた
際の予算を下回っていることが指摘されている。
　WLB関連では、保育学校（幼稚園に相当）や
小学校は国とコミューンとの間で役割分担がなさ
れている。国は法令や基準の制定や教員を、コ
ミューンは施設や運営を担当している。Ｂ班によ
るポール・フォート小学校のリポートにもあるよ
うに、コミューンは独自の予算でもって学校を運
営している。保育学校では学校が始まる前（７時
から８時半）、昼休み、放課後（16時半から19時
あるいは20時）にコミューンによる保育が提供さ
れている。つまり、同じ施設の中で、教員（国家
公務員）と保育スタッフ（コミューンによって採
用されている）との役割分業がなされているので
ある。これは、小学校においても同じで、同じ施
設の中で、授業は教員によって、放課後活動はコ
ミューンによって提供されている。この連携によ
るメリットは大きい。まず、前後の保育により両
親の仕事と子育てとの折り合いがつく。それに、
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子どもが移動しなくてすむので安全である。日本
同様、フランスにおいても学校は国民教育省の管
轄にあり、保育所は労働・社会・家族・連帯省の
管轄にあるが、縦割りの弊害がないのはコミュー
ンが施設や運営を担当しているからではないだろ
うか。
　地方分権といいながら法律を決めることができ
るのは国だけなので本当の意味での地方分権では
ないという批判もある。また、前述のように財源
移譲の問題も残されている。しかし、保育や教育
に関していえば、質の担保が重要であるし、ユニ
バーサル・サービスの観点からも国が行うのが望
ましい。また、住民に最も近いコミューンが施設
の設置や運営を行うことは合理的である。ただ
し、国が定める設置基準に拘束されるので、基準
をどこに定めるかは議論の余地がある。
　日本では保育所の設置基準の緩和をめぐって質
の低下を懸念する声も聞かれるが、フランスの例
を見る限りにおいて、地方の工夫が活かされるメ
リットの方が大きい21）。待機児童の減少につなが
る可能性もあるし、より地域の実情に合わせた、
利用しやすいサービスの提供が期待できる。ただ
し、適切な財源移譲がなされることが大前提であ
る。

結びにかえて
　フランスでは、コミューンやコミューン連合体
だけでなくアソシアシオンとよばれる非営利組
織22）や企業委員会によって保育や学童保育の提
供がなされている。これら官・民・協による活動
により、保育サービスが充実し、両親のWLBを
支えている。特に、アソシアシオンは歴史も古く、
その存在は重要なものである23）。また、2007年に
全仏県連合会（Assemblée des Départements de 
France, ADF）とアソシアシオンの全国組織で
ある全国家族協会連合会（Union Nationale des 
Associations Familiales, UNAF）が家族政策と社
会政策に関する協定を結び、県議会とUNAFが家
族へのサービスにおいて協力するよう働きかける

ようになった24）。その関連で、県家族会議を開催
し、県レベルの家族政策の方針について話し合う
ケースも増えてきているようである。
　子育て支援に携わるすべての関係者が一つの同
じテーブルについて子育て支援のあり方について
話し合ったり、連携しあったりすることは、わが
国でもできるのではないだろうか。国レベルの家
族会議も重要であるが、住民参加、住民目線とい
う意味においては、できるだけ小さい自治の単位
で行うのが望ましい。地域特有の問題について地
域で取り組む。住民の関心度も高まるのではない
だろうか。フランスと違って全国家族手当金庫の
ような特別会計がないからこそ、関係者が連携し
てハード、ソフトを共有して効率化を図っていく
ことが望まれる。また、多様化する世帯、多様化
するライフスタイルに対応するためにも、非営利
組織とも連携してサービスの多様化を図ることも
必要であろう。
　また、フランスのWLB進展の背景には常に男
女混合という視点があることを述べたが、自治体
でもWLB政策、子育て支援政策をはじめとする
あらゆる分野においてジェンダー視点を持てるよ
うな工夫が期待される。

【注】
１） 因みに日本の児童・家族関連社会支出額がGDP

に占める割合は0.83%（2007年度推計）でフランス
の2.8％（2003年）とは大きくかけ離れている。フ
ランスでは家族関連の税控除の規模も大きく、そ
れを含めると家族関連社会支出費はGDPの3.6％を
占める。

２） これは国立大学の場合であり、私立大学は有料
である。ただし、大学全体に占める私立大学の割
合は15％程度と小さい。また、私立大学の規模が
小さいため、学生数でみるとその割合はさらに小
さくなる。

３） 家族手当については多くの文献が紹介している。
例えば、平成17年版『少子化社会白書』第４章。
同書も示すように日本の児童手当と比べてフラン
スの家族手当の支給額はかなり多く、例えば、子
ども２人のケース（第１子２歳、第２子０歳）で
年間59万円の差がある。
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４） 他の二つは、疾病・労災保険と老齢年金。
５） 社会保障費雇用主負担を軽減する目的で1991年

に導入された。
６） 家族手当制度の歴史については深澤（2008）が

詳しく紹介している。
７） こども未来財団（2008）p. 29−30.
８） フランス家族政策の諸制度は神尾（2007）で丁

寧に紹介されているので参照されたい。
９） ２歳児については全体の４分の１が保育学校に

通っている。
10） 保育サービスの運営主体はコミューン（市町村

に相当）。詳しくは本稿第３節を参照。
11） 無認可の保育ママも違法であるが存在している。

無認可保育ママと違って、認可保育ママは社会保
険によってカバーされる。また、親も認可ママを
利用すると税控除が受けられるので、双方にとっ
て認可制度の下で行動する方がメリットは大きい。

12） 85%以上は市町村によって運営されている。神
尾（2007）p. 48.

13） http://www.lemoneymag.fr
14） http://www.ma-nounou.fr
15） 人数は企業規模によって異なる（最小３名～最

大15名）。
16） Lefevre, Pailhé et Solaz（2007）は同調査の結果

概要を紹介している。
17） フランスの公立幼稚園と公立小学校では水曜日

が休みであるため、週４日のみ働きたいというニー
ズが多い。

18） 導入当初（2000年）は217日であったが、2004年
の連帯の日の創設により218日になった。

19） もちろん、企業、あるいは、職種によって違い
はある。

20） Wiering et Méda（2005）, p. 23.
21） ただし、保育所の設置と学童保育に関して地方

は全国家族手当金庫（CNAF）から助成金を受け
ている。全国家族手当についてはＡ班による全国
家族手当金庫のリポート（p. 36～）を参照されたい。

22） アソシアシオンに関してはＡ班による全国家族
協会連合会（UNAF）のリポート（p. 28～）を参
照されたい。

23） 例えば、学童保育の半分はアソシアシオンによ
るものである。松村（2009）。

24） UNAFのHP　http://www.unaf . fr/article .
php3?id_article=5450（2011年１月10日アクセス）
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財団法人　大阪府市町村振興協会
平成22年度市町村職員海外研修実施要領

１．目　　的
　諸外国の先進事例等について調査研究することにより施策反映の一助とするとともに、
これからの自治体職員にふさわしい国際的視野と識見を持った人材を養成する。

２．研修生の資格要件
　研修の目的を達成するに足りる能力を有する者として、市町村長から推薦された者で50
歳未満の職員とする。推薦は、１市町村１名とする。

３．研修生推薦市町村
　研修生の推薦は各市町村２年に１回とし、平成22年度は、別紙「市町村職員海外研修ブ
ロック別研修生参加市町村」によるものとする。

４．研修テーマと内容
　（1）研修テーマは「フランスにおける少子化対策」とする。

　（2）現地調査（公式訪問）は、滞在都市を拠点に班毎に活動するものとする。
　（3）自主研修に関するテーマは、事前研修等の中で研修生自身が設定し、調査研究を実施

する。

５．研修生の班編成等
　（1）研修生を２班に分けて（２班編成）、班単位で現地調査（公式訪問）を実施する。
　（2）班分けは、参加市町村の研修生が決定後、当協会で行う。
　（3）自主研修は、原則として班単位で実施する。

６．調査訪問国及び滞在都市
　（1）調査訪問国は、フランスの１か国とする。

【内容（参考）】
　以前より、わが国では少子化が深刻な問題となっているが、フランスはEU諸国の中において、極め
て高い比率合計特殊出生率を維持している。
　その要因としては、政府の子育て支援に関する政策や制度が充実しているほか、ワークライフバラ
ンスの実践、職場における多様な就業形態の存在、そしてフランス固有の家族制度や子ども自身の自
立を重視した教育、など様々なものが考えられる。
　本研修では、フランスでの現状と取り組みを調査研究し、日本の自治体行政における各種施策等実
施への参考とする。
※ワークライフバランス（仕事と生活の調和）とは、仕事の仕方や時間の使い方を見直し、仕事と生
活両方の質を高めることをいいます。
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　（2）滞在は１都市（パリ）を拠点とし、現地調査、自主研修を行うものとする。
　（3）現地調査（公式訪問）は、所定の視察先のうち、各班が協議の上決定し、訪問するも

のとする。
　（4）自主研修先は、調査内容に応じた訪問先（都市等）を研修生が選定する。

７．研修内容
　（1）事前研修

　研修効果を高めるため、研修先の情報収集・研修の予備知識を得ることを目的とし
て行う。

　（2）班別研修
　訪問国の諸制度及び研修テーマの調査研究を行い、あわせて視察先への質問書の作
成ならびに自主研修の調査事項の検討を行う。

　（3）現地研修
　調査事項についてそれぞれ役割を分担し、主体的に行動する。

　（4）事後研修
　現地研修後の総括を行い、現地調査及び自主研修テーマについて報告書を作成する。

　（5）報告会
　現地調査事項についての調査結果を報告する。

　（6）その他
　研修にあたっては、可能な限り大学教員等の指導助言を受けて進める。

８．研修期間
　（1）事前研修　　平成22年６月〜９月の間で、全体で４回程度、班別で２回程度
　（2）現地研修　　平成22年９月26日（日）〜10月２日（土）　７日間
　（3）事後研修　　平成22年10月〜平成23年２月の間で、全体で２回程度、班別で２回程度
　（4）報　告　会　　平成23年２月
　（5）旅　　費　　現地研修の旅費は、関西国際空港を起点とし、当協会の規定により支給する。
　※なお、事前・事後研修及び班別研修については、追加実施する場合がある
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市町村職員海外研修　ブロック別研修生参加市町村

ブ ロ ッ ク 名 平　成　22　年　度 平　成　23　年　度

北 摂 ブ ロ ッ ク 豊 　 中 　 市
高 　 槻 　 市
摂 　 津 　 市

池 　 田 　 市
吹 　 田 　 市
茨 　 木 　 市
箕 　 面 　 市

河 北 ブ ロ ッ ク 大 　 東 　 市
門 　 真 　 市
四 條 畷 市
交 　 野 　 市

守 　 口 　 市
枚 　 方 　 市
寝 屋 川 市

中 部 ブ ロ ッ ク 羽 曳 野 市
藤 井 寺 市
東 大 阪 市
大 阪 狭 山 市

八 　 尾 　 市
富 田 林 市
河 内 長 野 市
松 　 原 　 市
柏 　 原 　 市

泉 北 ブ ロ ッ ク 和 　 泉 　 市
高 　 石 　 市

泉 大 津 市

泉 南 ブ ロ ッ ク 貝 　 塚 　 市
泉 　 南 　 市

岸 和 田 市
泉 佐 野 市
阪 　 南 　 市

北　　　　摂（北　部） 島 　 本 　 町
能 　 勢 　 町

豊 　 能 　 町

南　　河　　内（東　部） 河 　 南 　 町
千 早 赤 阪 村

太 　 子 　 町

阪　　　　南（南　部） 田 　 尻 　 町
岬 　 　 　 町

忠 　 岡 　 町
熊 　 取 　 町

計 21市町村 20市町
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平成22年度市町村職員海外研修年間スケジュール

研　修　会 日　　程 内　　　　　容

第１回事前研修 ６月11日（金）

○13：30～15：00　オリエンテーション
・自己紹介　・スケジュール等の説明　・班編成　
・班別研修日程調整、役割担当・報告書作成にあたって
○15：00～17：00　基調講演
・指導助言者による基調講義

第２回事前研修 ７月９日（金）

○13：00～14：00
・前年度研修生との意見交換
○14：00～17：00
・指導助言者との意見交換
・班別研修でのアドバイス（研究素材の検討）
・質問書作成にあたって　・視察調査先担当班の決定
・交流会

班　別　研　修 ６月中旬〜
８月上旬

※各班３回程度実施
・班毎での研究（研修テーマ、視察先の調査研究・検討、日

本の先進事例、その他の調査研究）
・視察先への質問事項の作成、提出　・自主研修の検討

第３回事前研修 ８月９日（月）

○13：00～14：00
・旅行会社からの案内（自主研修、保険、その他報告等）
・報告書の基本構想
○14：00～17：00
・各班から質問内容の発表
・指導助言者からのコメント、アドバイス
・視察にあたっての心構え

第４回事前研修
第１回編集部会 ９月14日（火）

○13：00～14：00　 第１回編集部会（各班編集委員のみ）
・報告書構想の決定　・作成要領の決定
・報告書内容とスケジュールの確認
○14：00～17：00
・結団式　　　　　　　　　・現地持参品の確認
・現地研修日程の最終確認　・渡航中の注意事項　等

現　地　研　修 ９月26日（日）
〜10月２日（土） ・現地調査

班　別　研　修 10月中旬から
２月初旬

※各班４回程度実施（年内２回、１月中２回）
・各種報告内容の作成　・成果報告会発表に向けての準備

第１回事後研修 11月19日（金）

○13：00～14：00
・班別研修日程調整（後期）
・今後の予定について
○14：00～17：00
・指導助言者への現地報告書（案）の提出
・報告書へのアドバイス
・成果報告会でのアドバイス

第２回編集部会 12月17日（金） ○13：00～17：00　 第２回編集部会（各班編集委員のみ）
・報告書の最終校正と確認作業

年内に報告書原稿（案）の完成

プレゼンテーション研修 １月14日（金） ○10：00～17：00
・成果報告会に向けての事前研修

成 果 報 告 会 平成23年
２月17日（木）

○13：00～17：00
・現地調査報告（班別）
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平成22年度市町村職員海外研修
【班別活動記録書】

研修会名 第１回事前研修

日　　時 平成22年６月11日（金）13：30〜17：00

活動内容

・事務局より研修実施要領、研修日程等の説明
・研修生、事務局職員の紹介
・Ａ班における役割分担及び班別研修日程の決定
・西村智准教授による基調講義

研修会名 第１回班別研修

日　　時 平成22年７月２日（金）13：30〜17：00

活動内容 ・現地調査先候補の検討
・現地調査先の資料収集

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成22年７月９日（金）13：00〜17：00

活動内容
・前年度研修生との意見交換
・各班の希望視察先選定理由等の発表、視察調査先担当班の決定
・西村智准教授とのフランスの諸制度についての意見交換

研修会名 第２回班別研修

日　　時 平成22年７月20日（火）10：00〜12：30

活動内容 ・質問書作成作業　・自主研修先の検討

研修会名 第３回班別研修

日　　時 平成22年７月26日（月）10：00〜12：30

活動内容 ・質問書取りまとめ作業　・自主研修先の検討

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成22年８月９日（月）13：00〜17：00

活動内容

・旅行社からの説明
・質問書（案）の発表
・西村智准教授からのコメント、アドバイス
・事務局より視察にあたっての心構え

研修会名 第４回事前研修・第１回編集部会

日　　時 平成22年９月14日（火）13：00〜17：00

活動内容

・報告書内容とスケジュールの確認　【編集部会】
・結団式
・現地研修日程の最終確認
・事務局より現地持参品の確認、渡航中の注意事項等

Ａ　班
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研修会名 第１回班別事後研修

日　　時 平成22年10月15日（金）10：00〜12：00

活動内容 ・報告書原稿作成の日程調整、内容の確認
・成果報告会に向けてのテーマ作り

研修会名 第１回事後研修

日　　時 平成22年11月19日（金）13：00〜17：00

活動内容

・班別研修日程調整
・西村智准教授への現地調査報告
・西村智准教授から現地調査報告書案の指導助言
・成果報告会でのアドバイス

研修会名 第２回班別事後研修

日　　時 平成22年11月29日（月）13：30〜17：00

活動内容 ・現地報告書編集作業
・成果報告会に向けてのテーマ作り

研修会名 第３回班別事後研修

日　　時 平成22年12月14日（火）13：30〜17：00

活動内容 ・Ａ班総括文、報告書原稿の最終編集作業
・成果報告会での発表内容の検討

研修会名 第４回班別事後研修

日　　時 平成23年１月６日（木）13：30〜17：00

活動内容 ・成果報告会での発表内容の検討

研修会名 プレゼンテーション研修

日　　時 平成23年１月14日（金）10：00〜17：00

活動内容 ・成果報告会に向けての事前研修

研修会名 第５回班別事後研修

日　　時 平成23年１月25日（火）13：30〜17：00

活動内容 ・成果報告会での発表内容の検討

研修会名 第６回班別事後研修

日　　時 平成23年２月８日（火）13：30〜17：00

活動内容 ・成果報告会での発表内容の検討

研修会名 成果報告会

日　　時 平成23年２月17日（木）13：00〜17：00

活動内容 ・現地調査報告
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Ｂ　班

研修会名 第１回事前研修

日　　時 平成22年６月11日（金）13：30〜17：00

活動内容

・オリエンテーション
・自己紹介
・役割分担
・日程調整
・指導助言者西村准教授による基調講義

研修会名 第１回班別研修

日　　時 平成22年６月23日（水）13：30〜17：00

活動内容 ・研修テーマ及びフランスの諸制度に関する調査研究について
・現地調査先候補の検討

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成22年７月９日（金）13：00〜17：00

活動内容

・前年度研修生との意見交換
・視察調査先担当班の決定
・西村准教授との意見交換
・交流会

研修会名 第２回班別研修

日　　時 平成22年７月15日（木）13：30〜17：00

活動内容 ・フランスの諸制度に関する調査研究について
・現地調査先への質問書の作成

研修会名 第３回班別研修

日　　時 平成22年７月22日（木）13：30〜17：00

活動内容 ・フランスの諸制度に関する調査研究について
・現地調査先への質問書の作成

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成22年８月９日（月）13：00〜17：00

活動内容 ・各班から質問内容の発表
・西村先生からのアドバイス　等

研修会名 第４回事前研修／第１回編集部会

日　　時 平成22年９月14日（火）13：00〜17：00

活動内容
・結団式
・渡航前の最終確認
・自主研修先の決定

研修会名 第１回班別事後研修

日　　時 平成22年10月22日（金）13：30〜17：00

活動内容 ・報告書の作成について
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研修会名 第２回班別事後研修

日　　時 平成22年10月29日（金）13：30〜17：00

活動内容 ・報告書の作成について

研修会名 第３回班別事後研修

日　　時 平成22年11月２日（火）13：30〜17：00

活動内容 ・報告書の作成について

研修会名 第４回班別事後研修

日　　時 平成22年11月８日（月）13：30〜17：00

活動内容 ・報告書の作成について

研修会名 第１回事後研修

日　　時 平成22年11月19日（金）13：00〜17：00

活動内容 ・各班から西村准教授へ現地調査の報告
・西村准教授から報告書へのアドバイス

研修会名 第５回班別事後研修

日　　時 平成22年11月30日（火）13：30〜17：00

活動内容 ・報告書の作成について

研修会名 第６回班別事後研修

日　　時 平成22年12月７日（火）13：30〜17：00

活動内容 ・報告書の作成について

研修会名 第７回班別事後研修

日　　時 平成23年１月11日（火）13：30〜17：00

活動内容 ・プレゼンテーション資料の作成について

研修会名 プレゼンテーション研修

日　　時 平成23年１月14日（金）10：00〜17：00

活動内容 ・プレゼンテーションの方法について

研修会名 第８回班別事後研修

日　　時 平成23年２月４日（金）13：30〜17：00

活動内容 ・成果報告会の発表準備

研修会名 成果報告会

日　　時 平成23年２月17日（木）13：00〜17：00

活動内容 ・研修成果発表
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平成22年度　市町村職員海外研修生名簿

氏　　　名 所属市町村等 所　属　課　等
団 長 伊　東　俊　明 ㈶大阪府市町村振興協会 研 修 課
副
団
長

Ａ 班 班 長 渡　辺　慶　啓 河 南 町 教育委員会教・育部こども１ばん課
Ｂ 班 班 長 大　供　泰　夫 田 尻 町 民 生 部 健 康 課

氏　　　名 所属市町村名 所　　属　　課
渡　辺　慶　啓 河 南 町 教 育 委 員 会 教・ 育 部 こ ど も １ ば ん 課
松　本　幸　代 大 阪 狭 山 市 教 育 部 子 ど も 育 成 室 子 育 て 支 援 セ ン タ ー
武　廣　智　雄 藤 井 寺 市 健 康 福 祉 部 子 育 て 支 援 課 保 育 担 当
原　山　郁　子 島 本 町 民 生 部 福 祉 保 健 課
山　口　紀　子 高 槻 市 保健福祉部保健福祉政策室保健福祉政策課
前　田　正　和 和 泉 市 市 長 公 室 政 策 企 画 室 企 画 経 営 グ ル ー プ
古　賀　順　也 摂 津 市 保 健 福 祉 部 こ ど も 育 成 課 保 育 係
兼　松　恭　子 四 條 畷 市 健 康 福 祉 部 保 健 セ ン タ ー
光　岡　智　彦 岬 町 住 民 福 祉 部 保 険 年 金 課 保 険 年 金 係

Ａ班

氏　　　名 所属市町村名 所　　属　　課
大　供　泰　夫 田 尻 町 民 生 部 健 康 課
早　野　多恵子 交 野 市 市 民 部 国 民 健 康 保 険 課 国 保 係
松　永　秀　明 羽 曳 野 市 市 長 公 室 人 事 課 人 事 研 修 担 当
三　宅　裕　子 貝 塚 市 会 計 課
梶　山　由　香 高 石 市 保健福祉部高齢介護・障害福祉課障害者福祉係
菊　井　秀　行 千 早 赤 阪 村 総 務 課 総 務 財 政 グ ル ー プ
白　川　　　豊 門 真 市 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 生 涯 学 習 課
小　原　麻衣子 東 大 阪 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 推 進 室
伊　達　香　織 大 東 市 子 ど も 未 来 部 子 ど も 支 援 課

Ｂ班

氏　　　名 所　　　　　　属 役　　職　　名
西　村　　　智 関 西 学 院 大 学　 経 済 学 部 准　　　教　　　授

指導助言者

事務局
氏　　　名 所　　　　　　属 役　　職　　名
伊　東　俊　明 ㈶大阪府市町村振興協会　研修課 課　　　　　　　長
浦　戸　裕　介 ㈶大阪府市町村振興協会　研究課 研　　　究　　　員
石　川　諭　司 ㈶大阪府市町村振興協会　研究課 研　　　究　　　員



編 集 後 記

◇　毎年、財団法人日本漢字能力検定協会が全国から公募する「今年の漢字」、2010（平成
22）年を表す漢字は「暑」でした。酷暑とよばれた夏の記録的な暑さや、小惑星探査機「は
やぶさ」が地球への帰還の際に、大気圏突入の猛烈な暑さに耐え、世界で初めて小惑星の
微粒子を地球に持ち帰ったことなどから選ばれました。

　　そんな2010年、私たちにとっては何度も「アツい」議論をかわした１年になりました。
フランスの子育てに関するさまざまな制度や施策についての調査を行う事前研修、現地調
査を経て報告書を作成する事後研修では、マッセおおさかの閉館時間を過ぎるくらいまで
何度も話し合いました。現地調査では、訪問先での質疑に加えて、移動中にも通訳や現地
コーディネーターの方にフランスの諸制度を解説していただき、そして多くの質問にも答
えていただきました。

　　それらの議論の結晶がこの報告書です。完成までにご協力いただきました方々に感謝申
し上げますとともに、今まさに転換期にある日本の子ども・子育て支援施策への提言にな
れば幸いです。

　　海外研修のメインである現地調査は素晴らしい体験でした。しかし一番の財産は、事前・
事後研修、成果発表会を含む９か月間に及ぶ研修期間を共にした仲間です。

　　海外研修という大変素晴らしい機会を与えていただきました関係者の皆様方に「アツく」
御礼申し上げます。

平成22年度大阪府市町村職員海外研修

報 告 書 編 集 部 会

前 田 正 和
山 口　 紀 子
兼 松　 恭 子
白 川 　 豊
伊 達　 香 織

（和　泉　市　　Ａ班）
（高　槻　市　　Ａ班）
（四　條　畷　市　　Ａ班）
（門　真　市　　Ｂ班）
（大　東　市　　Ｂ班）
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