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瀧川ゼミナール(水曜五限) 

2015/7/1 

文責：梶原惇、越智有汰、高野理紗 

児童手当 

０本日の検討点 

政府は社会福祉としての児童手当のさらなる拠出をすべきか否かについて検討する。 

現在安倍政権は基礎的財政収支の黒字化を目指し、社会福祉の削減を検討している。 

２０１５年の社会保障給付費の対 GDP 比は２３．９％（１２２兆円）であり、 

２０２５年には２４．９％（１５１兆円）になるとの試算が出されている。 

一方で、子どもの貧困率は上昇を続け、平成２１年には１５．７％を記録している。 

これは、OECD 加盟国の平均を若干上回るものである。 

加えて、ひとり親世帯の相対的貧困率は同じく平成２１年に５０．８％とされ、OECD 加盟国中最高だ。 

以上を鑑みると、日本社会において大人一人で子どもを養う家庭が経済的に困窮している実態が伺える。 

これらを踏まえ、少子高齢化社会の本格到来を控えた日本において、社会福祉政策も転換を迫られる中、

日本政府は子どもの貧困問題に対して児童手当の強化という手段をとるべきか否か

考えていきたい。 
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１現行制度 (平成 24 年度からの児童手当制度) 

出典：厚生労働省 

○趣旨 ： 家族の生活の安定に寄与し、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資する 

○対象 ： ０歳〜中学校修了まで   

○支給額：  

  0~3 歳        一律 15000 円 

  3 歳〜小学校修了まで 一律 10000 円 （第 3 子以降 15000 円） 

  中学生        一律 10000 円   

 ※但し、所得が年収 960 万円以上の家庭については 0 歳〜中学校修了まで 一律 5000 円  

○財源： 主として国と地方が 2:1 の比率で拠出  

     0~3 歳までの通常児童手当の 7/15 を事業主が拠出  

○支給総額(平成 24 年度、事業主拠出額は控除)： 

  児童手当 1 兆 870 億円   

  特別給付      50 億円 

  総額   1 兆 920 億円 

 

Cf. 子ども手当支給総額(平成 23 年度、事業主拠出額は控除) 3 兆 68 億円    
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２児童手当制度の歴史的変遷 

    支給対象   支給額（月額） 

1972 児童手当制度発足 第３子以降、 

義務教育修了まで 

3000 円 

1975   5000 円 

1982  特別給付制度導入  

1986  第２子以降に拡大、 

小学校就学前までに縮小

第２子 2500 円 

第３子 5000 円 

1992  第１子以降に拡大、 

３歳未満に縮小 

第１・２子  2500 円 

第３子以降  10000 円 

2006  第一子以降、 

小学校修了前までに拡大

３歳未満一律 10000 円

３歳以降 

 第１・２子 5000 円 

 第３子  10000 円 

2010 子ども手当施行 

全額国庫負担 

所得制限解除 

中学校修了までに拡大 

一律 13000 円 

2012  特別給付制度復活 ３歳未満一律 15000 円

３歳以降 

 第１・２子 10000 円

特別給付 一律 5000 円

2013 児童手当へと名称変更   

 

○児童手当の制度は、20 世紀の後半から先進国において整備されるようになった、比較的新しい制度。日本で

は 1972 年度に制度が発足。当時は 5 歳未満の第三子以降に、月額 3,000 円が支給されるという、限定的な適用

範囲。1986 年に 2 歳未満の第二子、1991 年に 1 歳未満の第一子および 5 歳未満の第二子以降へと支給対象は徐々

に拡大し、支給金額も 5,000 円から 10,000 円と上昇。 

 

○支給対象を大幅に広げたのが、2010 年 6 月に民社国連立政権下で導入された「子ども手当」。「子ども手当」

とは、民主党がマニフェストに掲げた政策であり、その内容は、0 歳以上中学校卒業前までの子供を支給対象と

し、一人あたり月額 26,000 円を給付するという制度。この子ども手当の導入により、支給対象は第一子以降の

中学校卒業前まででと大きく拡大し、所得制限も撤廃される。 

 

○2012 年には所得制限が復活、月額支給額も 3 歳未満および小学校卒業前の第三子のみ 15,000 円 で、他は一

律 10,000 円と改正。その後の政権交代により、名称も 2013 年に「子ども手当」から「児童手当」へと戻され現

在に至る。  
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３アマルティア・セン 潜在能力アプローチ 

○内閣府の子育てにかかる調査(平成 21 年度)によると 

0 歳〜中学校修了までにかかる費用は、総額で約 1800 万円 

 

○文科省の子どもの学習費調査(平成 24 年度)によると 

高校の学費総額は 公立高校で 116 万円、 私立高校で 290 万円 

 

○文科省の 私立大学入学者に係る学生納付金調査 及び国立大学の授業費用に関する省令 (平成 25 年度) に

よると 

大学４年間の学費総額は、国立 242 万円、私立文系 385 万円、私立理系 518 万円 

 

→最低でも 2158 万円かかる計算 

○国税庁の民間給与実態調査（平成 25 年度）によると 

30〜34 歳の平均年収は、 男性で 438 万円、女性で 294 万円 

→共に 30〜34 歳の、共働き家庭だとすると、732 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(民間給与実態調査 2011) 

○女性の平均年収は 272 万円、男性でも 24%の人々が 年収 300 万円以下 

（Cf．男性の平均年収は 511 万円） 
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○総務省の住民基本台帳に基づく世帯数（平成 25 年度）によると、 

全世帯数は 5557 万（端数切捨て） 

 

○また厚生労働省、母子世帯調査（平成 23 年度）によると 

①20 歳以下の子がいる母子家庭は 123.8 万世帯 

Cf. 18 年度に比べ、8.7 万世帯増加 

→全体の 2.2%  50 世帯に 1 世帯が母子家庭という計算に 

②母子家庭の平均年収は 291 万円 

③養育費を受ける母子家庭は 19.7%   平均年間受給額は 52 万 1784 円 

④母子家庭となった理由のうち、離婚が 80.8%   死別が 7.5% 

 

⑤父子世帯は 22.3 万世帯、平均年収は 455 万円  

⑥父子家庭となった理由のうち、離婚が 74.3% 死別が 16.8%  
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○文科省が実施している、全国学力テスト(平成 25 年度)、の追跡調査として行われた保護者に対する調査によ

ると、家庭所得と全国学力テストの正答率が比例関係にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「社会階層と教育」を専門に研究する、大阪大学准教授、中澤渉教授は自身の著書「なぜ日本の公教育費は少

ないのか」(2014, 勁草書房)の中で、 

「入試システムが学力を測定する仕組みとして、かなり公平な仕組みに出来上がっているため 

親の所得格差によって生じる実質的な不公平に目が向かいにくい。」と指摘する。 

 

○社会保障給付の推移 

  → 2011 年度の社会保障給付費 107.8 兆円の内、児童手当が 2.366 兆円（2.13%） 

   年金が 53.6 兆円（49.72%）、医療が 33.6 兆円（31.16%）それぞれ支給されている。 
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○社会保障の給付と負担の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○社会保障に係る将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公的年金制度の規模 
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○子ども手当と児童手当 

 子ども手当は民主党が 2009 年のマニフェストに掲げた目玉政策。社会全体で子育て世帯を支えるという理念

に沿って 2010 年度より中学生までの子どもを対象に、所得制限なしに一律で月額 13000 円を支給した。児童手

当は子ども手当の内容に 960 万円の所得制限を加えたもの。 

 

→支給総額の比較  

子ども手当（2011 年度）は 3 兆 699 億円、  児童手当（2012 年度）は 1 兆 9205 億円 

出典：厚生労働省、児童手当事業年報（2012 年） 

 

Cf. 2009 年当時、 子ども手当（所得制限）廃止に係る家庭の手取り増減（年額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日経新聞 2011/08/04,05 の朝刊 
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４児童手当の現状と問題点 

（１）所得制限 
○児童手当の給付額は受給者の所得によって決定する。 

 

ケース１：受給者の所得金額が一定の金額以下の場合、児童が 2 歳未満の場合は、1 ヶ月あたり 15,000 円が支

給される。 

次に、3 歳以上、小学校修了前までについては、第 2 子までは 1 ヶ月 10,000 円、第 3 子以降の場合は 15,000 円

が支給される。中学校終了までの間は 1 ヶ月 10,000 円が支給される 

 

ケース２：受給者の所得金額が一定の金額以上の場合、「特別給付」として児童の年齢を問わず、一律で 1 ヶ月

5,000 円しか支給されない 

 

→所得金額がある一定基準以上か以下かで、受給額や待遇（年齢や児童数による支給額の変化があるかないか）

は大きく異なる 

 

○所得金額の制限となる金額は、受給者の前年度の所得が「622 万円＋扶養者の人数×38 万円」を超えた場合で

ある。（うしろ資料 厚生労働省 児童手当所得制限限度額表） 

 

※「所得」とは，総所得，退職所得金額および山林所得金額，土地等に係る事業所得等の金額，長期譲渡所得の

金額，短期譲渡所得の金額並びに商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計から，一律８万円を控除した額。 

※「所得」とは、収入（年収）から給与所得控除を引いたもの 

 

○フランス・ドイツ・オランダ・デンマーク・スウェーデン・イギリス・アメリカ・日本の政策をまとめたもの

によると、児童手当に親の所得制限を設けているのは、日本だけ。 

（ただし、アメリカには児童手当の制度そのものがない） 

…累進課税制度で所得格差の是正は行われており、教育はまた別の問題として考えるべきであるという批判が

ある。一方で、はじめてすべての子どもの養育に対する所得保障を行なった子ども手当（児童手当の前身）は、

ばら撒きという批判を受けていた。 
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○子ども手当の政策目的 

① 次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援すること 

② 子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくること 

 

○概要―中学生以下のすべての子どもに一律２万６千円を支給する 

 

○長妻昭厚生労働大臣の答弁 

「子供の育ちの支援、これを社会全体で実施する、そして結果的に、子供の貧困率を改善するということにつな

がる、少子化対策にもつながるというふうに考え、GDP の比率でも日本は子育て予算が非常に低いということ

でありますので、その改善ということが一つの目標になります。」 

 

「２万６千円という金額を決定いたしましたのは、諸外国の事例に勘案し、これまでの GDP の比率で大変低い

子ども・子育てへの支援という過去の蓄積もある、そして基本的な費用の相当部分をカバーしなければならない、

いろいろな要素を勘案して、総選挙前にこの２万６千円という数字を確定させていただいた」 

（＊仮に民主党マニフェストで謳っているこども手当・出産手当の完全実施に要する費用 5 兆 5 千億円を 2005

年度の社会支出に加えると、社会支出の総額は 96 兆 2 千億円から 101 兆 7 千億円に増加するとともに、社会支

出の「家族」分野の割合は 4，23％から 9，41％へと増え、欧米諸国並みの水準に達する） 

 

「まず社会全体で子供の育ちを応援するというのが一点と、仮に所得制限ということになりますと、控除の廃止

ということで所得制限が入った世帯は完全な増税だけというふうになるわけであります。そういう意味で我々、

控除から手当へ、こういう流れを加速する。つまり、控除というのは高額所得者に有利な制度であるということ

で、「控除から手当へ」に考え方を変えると本当に適切に低所得者に手厚く手当が行く、こういう形になりまし

て、海外、先進国、ヨーロッパ諸国でも、子供に対する手当を入れている国でも、所得制限は多くの国でかかっ

ておりませんので、我々は控除から手当へという考え方の中で、トータルにとらえていただきたいというふうに

考えております。」 
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子ども手当の政策目的は子どもの社会的支援にあり、その付随的目的として、 

① 子どもの貧困率の改善   

② 少子化政策 

③ 子育て関連予算の対 GDP 比の増大 

 

さらに、所得制限を設けなかった理由としては 

①社会全体で子育てを支援するという理由 

      ②所得制限によって子ども手当が受給できない世帯は、扶養控除の廃止による増税だけになってし

まうこと 

      ③多くの先進国でも所得制限がかかっていないこと 

 

○児童手当法にあった「児童の健全な育成」が「子どもの健やかな育ちを支援する」という表現に変化している。

その背景として児童手当法は児童を引く育成の客体として捉えるパターなリズム（父権主義）的観点に立ってい

たのに対して、子ども手当法は「当事者目線で、子ども・若者の育ち、そして子育てを支援することを第一に考

え」た子ども・子育てビジョンにたっていたとされている。 

 

○2014 年 10 月安部政権、民主党政権が導入した「子ども手当」を廃止 

「民主党が一昨年の総選挙においてマニフェストの中核に据え、政権を担当した後も看板政策として掲げてきた

「子ども手当」の撤回は、家庭を基礎とする我が国の自助自立の精神に真っ向から反した「子どもは社会で育て

る」との民主党政策の誤りを国民に広く示すこととなり、大きな成果」 

（自民党「『子ども手当』廃止の合意について」より抜粋 

 

① 財源がない以上、所得制限を設けるべきだ。低所得者に対しては手当を支給しても、高所得者に対し

ては支給する必要はない。高所得者にまで支給して、次世代に膨大な借金を負わせていいのか。 

② 手当にお金を使うよりも保育所の整備を優先するべきだ。子ども手当を支給しても、出生率が回復す

るかどうかはわからない。それよりは、保育所の整備を進めて、待機児童を解消すべきである。 

→実際の調査結果でも 

 

○子ども手当の給付金の使用状況を聞いた質問の結果 

・「ほぼ全額貯蓄した」が 46.1％、「ほぼ全額支出した」が 33.1％、「半分以上を貯蓄して、残りの一部を支出に

使った」が 9.3％ 

・具体的な使い道は、「子どもの将来のための貯蓄」（32.4％）がもっとも多く、次いで「子どもの教育費」（20.4％）

「子どもの生活費」（13.0％） 

 

○子ども手当が支給されるようになってから、子どものために使われる金額はそれ以前と比べてどうであったか

を尋ねた質問の結果 

・「子ども手当の前と実質的にあまり変わらない」が 52.1％ 

・また、世帯全体の経済状況も「子ども手当の支給前と実質的にあまり変わらない」（64.6％） 

・子どもの生育環境については、73.4％の世帯が「子ども手当の前と実質的にあまり変わらない」 

（以上データ 東北大学「子ども手当支給に関する調査」） 
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○政党同士の駆け引き？ 
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（２）給付時期 
○2 月・6 月・10 月に 4 ヶ月ずつまとめて支給される（前の月の分まで）。具体的な日にちは自治体ごとに異な

る（申請した翌月分から）。 

 

○15 日特例 

 …申請は出生や転入から 15 日以内におこなわなければならない 

（出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合のみ、申請日が翌月になっても異動日の翌日から 15 日以

内であれば、申請月分から支給される） 

 

○支給時期を各家庭の都合によって、選択するという選択肢は必要ではないか 

（受験を控えた時期や入学の前後など） 

 

○申請が遅れると、さかのぼって支給されない 

   

（３）使用状況 
○児童手当等をどのような使い道に使ったか（使う予定か）を複数回答で聞いたところ、 

１「子どもの教育費等」（44.2％） 

２「子どもの生活費」（33.8％） 

３「子どもに限定しない家庭の日常生活費」（29.4％）  の順となった。 

一方で、「使い道をまだ決めていない・わからない」は 8.3％ 

 

○児童手当等をどのような使い道に使ったか（使う予定か）を複数回答で聞いたところ、 

１「子どもの教育費等」（44.2％） 

２「子どもの生活費」（33.8％） 

３「子どもに限定しない家庭の日常生活費」（29.4％）  の順となった。 

一方で、「使い道をまだ決めていない・わからない」は 8.3％ 

 

○児童手当等を、子どものために限定しない用途に使ったと回答した人（使用予定含む）にその理由を尋ねたと

ころ（複数回答）、 

「家計に余裕がないため」が 72.5％と最も多く 

次いで「使い道は自由だと考えるため」（20.0％） 

「家族の将来を考えて貯蓄しておく必要があると考えるため」（18.5％）  等となっている 

（以上データ 厚生労働省「平成 24 年児童手当の使途等に係る調査」） 
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○2013 年 3 月兵庫県小野市議会で生活保護や児童手当の不正を告発する「市福祉給付制度適正化条例」が成立 

（生活保護費や児童扶養手当をパチンコや競馬・競輪などのギャンブル（市は過度の飲酒や風俗も含まれると説

明）に浪費する受給者の情報提供を市民に呼びかけるもので、同条例には情報提供を「市民の責務」とした） 

同条例の目的  

（１）不正受給を防止すること  

（２）その給付金をパチンコなどのギャンブルに浪費してしまい生活が成り立たなくなってしまうことを防ぐこ

と 

 

    困難さを抱えた社会的少数者（マイノリティ）を「管理」することによって「包摂」しようとするもの

という批判もあった 

児童手当に限定した視点では家族の教育方法というものが「管理」される可能性 

 

（４）支給期間 
○中学校修了までを対象としている 

 →子ども手当から引き継がれている 

（子ども手当は子育て・教育政策の一環として高校実質無償化、大学の奨学金の大幅拡充とセットになっていた） 

  

＊高校実質無償化（高校授業料無償化制度）は全生徒を対象に実質無償化としていたが、平成 26 年 4 月入

学以降する生徒を対象に世帯年収 910 万円（市町村民税所得割額 30 万 4,200 円）未満の所得制限を設ける

とした。 

「就学支援金」を受け取るには、課税証明書（市町村民税所得割額が記載されたもの）と申請書が必要とな

った。（政府は、所得制限により捻出される財源の一部を「給付制奨学金」などに充てるとしているが…） 
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５イギリスの法制度 

（１）なぜイギリスか 
 ○国家規模、経済規模、福祉政策に相似関係が見られるため 

  日本 イギリス 

人口 1 億 2700 万人 6,410 万人 

国家面積 377,961.73km2 244,820km2 

人口密度 337 人/km2 246 人/km2 

GDP 4 兆 8460 億ドル 2 兆 5357 億ドル 

一人当たりＧＤＰ 38,053 ドル 36,727 ドル 

レジーム 自由主義的福祉レジーム 自由主義的福祉レジーム 

 

 ○社会福祉の国家負担・民間負担の割合も近い 

 

 

自由主義型福祉レジームとは

•「小さな国家」「リスク管理に対する個人的責任」「市場中心の問題解決」を志向。

•機会の平等や個人の自己責任が重視され、公的制度による社会保障は、必要最小限の限ら
れた人に必要最小限の額を給付する。

•社会保障給付は低水準で限られた人に給付され、社会保障負担は比較的低水準。

•多くの人は民間の医療保険サービスに加入する等、自助努力的な対応をとっている。

•子育て等も個人的責任で行うものと位置付けられており、必要な支援サービスは市場を通
じて購入するなどの自助努力による対応を求められる。

•公的な支援は児童のいる低所得者家庭を対象とした一時的な扶助などに限定される。
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（２）イギリスにおける社会福祉政策の概観 

 ①１９７８年までのイギリス：「ゆりかごから墓場まで」の高福祉国家 
…１９４２年に提唱された「ベヴァレッジ報告」に基づき、１９４５年に政権を奪取した労働党・アトリー

政権による「ベヴァレッジ・プラン」が実施される。 

→国民保険法（退職年金と失業保険の運営）や国民保険サービス法（国民全員が無料で医療を受けられる）

等が制定され、労働者と使用者の負担する保険料により国民全員に最低限の生活水準を保障する制度が実

行される。 

 

 ②１９７９年～１９９６年までのイギリス：新自由主義に基づく最低限保障の福祉 
  …産業国有化や労使対立等により、国際競争力と生産力を逸したイギリス経済は「老大国」とのレッテルを

張られる。加えて、１９７５年から生じたオイル・ショックはイギリスの衰退を決定づけた。 

   →こうした状況で１９７９年５月の総選挙で勝利し、いわゆる新自由主義的改革を実行したのが保守党・

サッチャー政権である。それまでの高福祉政策を修正し、最低賃金の撤廃や年金・医療サービスの民営化

など、社会保障費が削減される。 

 

 ③１９９７年以降のイギリス：「New Labor」による「第三の道」 
  …サッチャリズムによる構造改革により経済の立て直しに成功したイギリスだったが、貧富の格差の拡大な

どが新たに問題視されていた。 

   →ここで登場したのが、それまでの労働党が掲げていた高福祉政策でもなく、保守党の標榜する新自由主

義でもない「第三の道」を提唱した労働党・ブレア政権だ。「福祉のニューディール」、つまり福祉が生活

を支えるのではなく、福祉によって社会を支え、その社会を通じて人々のパートナーシップと自立を促進

するというものである。福祉を国でもなく市場でもなく、ステークホルダーに委ねたのがブレアだ。 
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（３）イギリスにおける児童扶養政策の概観 

 ①１９７０年代・１９８０年代の児童扶養政策 
  ○背景 

…１９６０年代後半以降、イギリスではひとり親世帯の増大と子供の貧困への関心が高まっていた。それ

らの問題に対して、１９６９年に設置された「ひとり親家族に関する委員会」による政策提案がなされる。 

  ○内容 

   ・前提：父親の扶養義務を認めながらも、ひとりの男性が離別した家族（第一家族）と離別後に形成した

家族（第二家族）の両方を扶養することは困難である。 

   ・対策：父親は第二家族の扶養を優先することとし、母子世帯にはまず国家の社会保障が対応する。 

       母子家庭に対して、税制上の所得控除を置く。 

   ・実務：児童手当におけるひとり親加算、公的扶助としての所得補助におけるひとり親加算の実施。 

   ・その他：養育費の支払いについては従来通り司法システムによる対応が継続 

        政策の中心は母子家庭に対する福祉給付、母親の就労が求められることはない 

  ○想定していた「男性稼ぎ手モデル」 

   ＝夫が稼いで妻子を扶養する、というモデル 

    …母親に対して就労促進でなく福祉給付による支援が行われたのは、 

母子家庭には稼ぎ手である夫が欠落している 

      しかし、母親には稼ぎ手役割ではなくこのケア役割が期待される 

      他方、父親には第二家族の稼ぎ手役割があり、第一家族の稼ぎ手役割を果たせない 

     という前提を置き、第一家族における稼ぎ手役割を福祉が引き受けることを想定したからである。 
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②１９９０年代の児童扶養政策 

  ○背景 

   …離婚や未婚出産の増加とともに、所得補助を受給する母子世帯が急増し、その給付費が政府財政を圧迫

していた。それに対しサッチャーは福祉国家が無責任な父母を生み出したと捉え、母親は福祉給付に頼

り、父親は養育費を支払わずにそれを納税者に転嫁しているとした。そうした従来の児童扶養政策を失

敗と断じ、ひとり親に対する福祉支出の抑制と家族の自助を促す政策を打ち出した。 

  ○内容 

   ・前提：養育費を裁判所が査定するため、査定額に一貫性がなく裁定に時間がかかる。 

       決定された養育費額は概して低額である。 

       裁判所の制度下では養育費査定額の再評価や改定ができない。 

       裁判所の最低にも関わらず不払いが多く、その支払いを強制する手段も十分でない。 

   ・対策：養育費算定のための公式の採用により、養育費額の一貫性や予測可能性を確保する。 

       児童扶養庁を作り、行政機関が父親の追跡、養育費の査定、徴収、支払い強制を行う。 

       従来の父親の第二家族優先の原則を廃し、第一家族優先原則を採る。 

       所得控除は廃止し、母子家庭への扶助は児童手当に一本化する。 

       母子家庭の母親の就労促進として、子どものいる低所得の就労家族に対する給付を行う。 

   ・問題点 

ⅰ）児童扶養庁による査定ミスの続発やケース処理の遅れから申請待ち多数出現したこと、庁による支 

払い追求に公正さを欠いていたことなどから不満や批判が噴出した。 

    ⅱ）養育費公式の複雑さから行政処理が追いつかず、当事者の査定額予測可能性も損なわれた。 

ⅲ）仮に養育費が支払われても、その分所得補助の額が減額され、総額として母子への手当は増えない

ため、貧困母子世帯の場合には子どもの福祉が実現しない。 

Ⅳ）児童扶養庁による査定が行われると、それ以前の裁判所による最低や合意が効力を失ってしまう。 

 

③２０００年代の児童扶養政策 

  ○背景 

…ブレア政権の児童扶養政策は「子の権利と親の責任」を強調する。すなわち、子は親に扶養される権利

があり、親の子に対する扶養責任は夫婦関係が終了しても続く、ということである。 

  ○内容 

   ・前提：「ギデンズの家族観」 

…親子関係は親子間の生涯契約であり、子どもの養育は結婚・離婚とは切り離され、子どもの父母に課

せられた法的拘束力のある義務となる。どんな人生を送ろうとも、子どもが成人するまでの養育義務

が、親に対して法的に課せられる。 

   ・対策：公式を簡素化し、情報収集のための時間節約、当事者の査定額の予測可能性の担保が実現。 

それまでの第一家族優先原則を放棄し、第二家族の子どもへの養育費が、父親による第一家族へ

の養育費査定の際に所得から控除される。 

養育費の支払い確保を強化するため、父親の不払いに対する制裁措置として自動車免許の没収が

可能に。 

       母親の就労促進のため、保育サービスの拡大政策を展開。 
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◎イギリスの児童扶養政策の概観 

ⅰ）サッチャー以降の政策では、主としてひとり親、特に母子家庭に対しては福祉支給をするのではなく、

父親からの養育費を徴収することで子の福祉を実現しようとするものである。 

ⅱ）成熟した民主的社会、換言すれば停滞した社会においては、社会的支出の増加に瀕し家族内の自助が求

められるようになっていった。 

ⅲ）しかし、新自由主義による貧富の格差の拡大、家族の変容に際し子の福祉を実現するため、再度国家に

よる子の養育への介入は行われていく傾向にある。 

 

（４）現在のイギリスにおける児童手当制度 

 ①児童手当の概要 

  ・１６歳未満の子どもについては両親の所得の多寡にかかわらず支給される。 

    支給額は月額で第１子は約１３,０００円、第２子以降は１人につき約８,５００円 

 ②税額控除の概要 

・子どものいる中低所得世帯の支援策としての児童税額控除は、給付月税額控除であり補助金として機能し

ている。 

・１６歳未満の子どものいる世帯を対象とし、２０１０年度では家族要素として最大約８０,０００円、子供

要素として最大約３３６,５００円の税額控除が与えられる。子どもが１歳未満の場合は最大約８０,００

０円が加算される。 

 

→給付付き税額控除制度は、低所得層に手厚いものになっている。 
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７論点 

日本政府は児童手当という手段を用いて子どもの貧困問題に税金をもっと使うべきだろうか。 

現在、社会保障費は 2011 年度で全体 107.8 兆円の内、 

児童手当が 2.366 兆円（2.13%）、年金が 53.6 兆円（49.72%）、医療が 33.6 兆円（31.16%）だ。 

高齢化社会という構造もあり、高齢者向けの保障が過半を占める構造になっていることがわかる。 

同時に、ひとり親や子の福祉に対する支給はかなり小さい規模になっている。 

それらを救うため、財政拠出を行うべきだという議論は当然ありうる。 

しかし、家庭に手当を給付することが子の福祉に直結するとは限らない。 

親が児童手当を何に使うかまでは管理できないからだ。 

また、そもそも慢性的な財政赤字に際する中、更に社会福祉を肥大化させること自体を危険視するもの当然だ。 

これらの社会環境や、レジュメの内容を踏まえて検討したい。 

日本政府は、児童手当を強化すべきだろうか。 

※手段の議論はせず、財政上の拠出を増やすべきか否かの議論を望む。 

手当の射程の問題、金額の加増の問題でなく、歳出を増やすべきかどうかを論じたいと考える。 

 

 

A：拠出を増やすべき  B 拠出を増やすべきでない 

 


