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「こども家庭庁」の課題と「家族政策」の可能性
−家族を一体的に支援する政策が求められる−
増田 雅暢

元内閣府少子化対策担当参事官、東京通信大学教授
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「家族政策」の観点が必要
現在、国会において、こども家庭庁を創設する法案につい
て審議が進んでいる。こども家庭庁は、厚生労働省のこども
家庭局と内閣府の子ども・子育て本部の二つの組織が母体と
なり、内閣府の外局として、2023 年 4 月の設置が予定され
ている。
私は、せっかくこども家庭庁という新たな行政機関を創設
するのだから、母体となる部局が所管する従来 [ 増田 1] の
政策にとどまらず、より広い分野である家族政策に目を向け、
それに積極的に取り組ん
でいくことが最も重要だ
と考えている。子供を産
み育てやすい環境をつく

るばかりでなく、子供が成長する中で、家族を一体的に支援するという観
点から、家族機能の強化、家庭基盤の強化につながるような政策を期待し
たい。
私は、かねてより「少子化対策」よりも「家族政策」の観点が必要であ
ると述べてきた。
その理由の一つは、従来の少子化対策の問題である。1989 年の「1・
57 ショック」以降現在に至るまで、合計特殊出生率（1 人の女性が一生
の間に産む子供の見込数）は、ほぼ右肩下がりである。2000 年代前半に
上昇に転じたこともあったが、ここ数年は横ばいか低下傾向にある。い
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まだに少子化対策の起点となった「1・57」を上回ることはない。結局、 東京大学教養学部卒。シラキュース大学
1990 年代から 30 年間にわたって講じられてきた少子化対策の成果が現
れなかったと言わざるを得ない。
その原因はどこにあるのか。最近でこそ少子化対策が国家的な課題とし
てあげられるが、最も重視すべきであった第 2 次ベビーブーム世代に対す
る支援策が不十分だったことがあげられる。1990 年代後半から 2010 年
頃までが、第 2 次ベビーブーム世代が次の世代をつくる時期であったが、
この間、国をあげて少子化対策に取り組むという姿勢が弱かった。
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「少子化対策」という呼び方自体が、女性や若者

「家族政策」への転換が必要である。その視点から

の問題と見なされ、国全体の重点課題に取り上げら

捉え直すことで、国民のニーズへの対応、政策の範

れなかった。さらに、少子化対策の約 8 割は厚労省

囲と実施体制の問題など新たな課題が見えてくる。

関連の政策であったが、当時の厚労省は、年金、医

実際、子供をめぐる問題の背景には、家族の問題
がある。

療、介護、社会福祉といった重要課題を抱えており、
少子化対策は省内の重要課題の順番としては 5 番手

例えば、日本は子供の貧困率が先進 7 カ国の中で

程度であった。厚労省全体の予算増加に強い抑制が

最も高い水準にあると言われている。2018 年の調

かかる中で、少子化対策関連予算の大幅拡充といっ

査では 13・5％、子供の 7 人に 1 人が貧困状態にある。

た政策は難しかった。

ただ、子供の貧困率は、実際には子供がいる家庭の

その意味では、こども家庭庁が設置され、厚労省

親の所得格差を反映している。特に母子家庭の家計

から担当部局が移管されることになれば、少なくと

が厳しい。つまり、親の所得格差問題を改善しない

も上記のような厚労行政の他の重要課題に埋もれる

限り、子供の貧困は改善しない。子供に焦点を当て

ことがなくなるというメリットはある。

ることはもちろん必要だが、子供が育つ基盤である
家族、家庭に視点を向けた取り組みが不十分なので
はないかと私は考えている。
もう一つは児童虐待の問題である。児童相談所の
虐待対応件数は年々増加しているが、虐待の多くが
家庭、家族関係の中で起きている。そうした意味で
も、児童虐待への対応は、家族関係あるいは家庭基
盤に目を向けるべきであると考える。
こうしたことから、「少子化対策」の延長ではな
く、
「家族政策」という幅広い視点で政策を見直して、
具体的な施策を実施すべきだと考える。

基本法に抜け落ちた「家庭」の視点
今の国会では与党が「こども基本法」、立憲民主
党が「子ども総合基本法」、日本維新の会が「子ど
も育成基本法」の各々法案を提出している。ただ、
私が不十分だと思うのは、いずれの法案にも「家庭」
が抜け落ちてしまっている点である。昨年来、「こ
どもまんなか」が言われてきたが、自立していない

子供の問題の背景には家族の問題がある

子供を保護育成し自立させていくのが親であり家庭

従来の少子化対策と呼ばれている政策は、欧米で

であるはずだ。

は大半が「家族政策（ファミリー・ポリシー）
」と

「こども家庭庁」においても、「家庭」を入れるか

呼ばれるものである。少子化対策が成果をあげてこ

どうかの議論があった。家庭に対してマイナスのイ

なかったのは、
「出生数」に目が向けられ、結婚、出産、

メージを持つ人がいる。親に虐待のような扱いを受

子育てに関連する施策が中心となり、子供が育つ「家

けた人たちは家庭や家族という言葉を入れると傷つ

庭」や「家族」への視点が欠けていた。効果的な施

くという意見があった。また、戦前の「家制度」の

策を講ずるためには、家族全体を一体的に支援する

記憶から「家庭」や「家族」という言葉に反発があ
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るという。

子ども手当はその後、児童手当になったが、年少扶

確かに、問題を抱えた家庭もある。虐待のような

養控除は復活することはなかった。児童手当が増加

扱いを受けた子供たちをケアすることは重要だ。同

されても、年少扶養控除廃止のために、税負担が増

時に虐待行為を行った親への適切な対応が重要だ。

えている子育て世帯が存在する。

また、大多数の親は、子供をしっかり育てるために

子育て世帯への経済的支援策として、税制に関す

努力している。だからこそ家庭を支援するという方

る議論をもっと活発に行うべきではないか。この点

向は必要だと考える。

で、こども家庭庁は首相の直属となるから、税制に

もちろん二親がいる家庭ばかりではない。単親家

ついてもいろいろと提案できるのではないか。例え

庭もある。そうした様々な家庭があって、どの家庭

ば、フランスで行われている所得税の N 分 N 乗方式、

でも子育てがうまくできるような環境を整え、一体

あるいはアメリカの給付付き税額制度、低所得者層

的に支援していくことが重要である。

に一定の支援を行う方式などがあげられる。いずれ
にしても、家族税制による支援は非常に重要な政策
だと考えている。

「家族政策」の定義と範囲

また、①の家族ケア支援には、ヤングケアラーへ
の対応や介護離職ゼロ政策などが位置付けられる。

では、家族政策について詳しく述べてみたい。家

④については、近年自治体が力を入れている結婚

族政策は次のように定義できるであろう。

支援などがある。家族法制は、主に民法で法務省の

「家族機能を維持していくために、家庭や家庭内

管轄であるが、こども家庭庁は、子供や子育て家庭

の問題を未然に防いだり、あるいは解決したりする

の利益のために意見を述べていいのではないか。

ことを目的として、家計や生活面に対して、社会的

さて、家族政策（これまで主に少子化対策として

に家族を支援する政策」である。家族機能とは、
「家

行われてきた施策）は、国と地方自治体が役割を分

族により構成される世帯の生活維持や、家庭内にお

担してきた。この点について 10 の分野に分けて整

ける育児、教育、介護等に関する機能」である。

理しておきたい。

家族政策の範囲は、①家族ケアを支援する分野
（出産、子育て支援、家庭療養、介護支援など）
、②
家計の経済的支援に関する分野（児童手当、児童扶

国と地方自治体の役割分担

養手当、家族税制など）
、③家庭と仕事の両立支援
に関する分野（家庭保育、保育所、育児休業など）、

⑴結婚支援には主な政策として「男女の出会いの

④家族構成・構造や意識改革・啓発等に関する分野

機会拡大」や「新婚世帯支援」があるが、国が制度

（結婚支援、家族法制、啓発活動など）に分けるこ

を設計して補助金を出し、実施主体は地方自治体で

とができるだろう。

ある。補助金をどのように使い、運用していくかは

家族政策を展開することにより、わが国の家庭基

地方自治体が決定する。そのため地方自治体によっ

盤の強化を図ることで、少子化対策だけでなく、家

て実施状況に差がある。

族が抱える様々な問題の解決、地域社会の安定と発

⑵妊娠出産支援では、
「妊婦検診の無料化」がある。

展につながると考える。

これは私が内閣府で参事官として勤務していた時に

このうち、②の家族税制に関して言えば、従来の

提案して制度化された。国の地方交付税により地方

少子化対策では欠けていた分野である。税制は財務

自治体が実施している。妊婦検診は出産までに 10

省の所管であるから、厚生労働省は政策として打ち

数回行われるが、全て無料化しているところもあれ

出すことができなかった。かつては年少扶養親族

ば、10 回までと定めているところもあるなど、実

（16 歳未満）に係る扶養控除（33 万円）があったが、

施状況にはばらつきがある。また、
「出産育児一時金」

子ども手当の創設に伴い 2012 年度に廃止された。

は医療保険の制度で、現在 42 万円である。自民党
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の部会で増額の方向が打ち出された。
「不妊治療」は、

教育保育の無償化」「児童手当の拡充」「高校授業料

従来は国の補助制度であったが、2022 年度から医

の無償化」「奨学金制度の充実」などは国が担う政

療保険の適用が図られた。「産後ケア事業」は、地

策である。
⑹両立支援策の充実については、「育児休業の取

方自治体が実施する。

得促進」は国が法改正を行うが、それと共に企業が

⑶保育サービスの充実では、「保育所の整備促進」
は国も地方自治体も力を入れてきた。「待機児童ゼ

果たす役割が大きい。「男性の育児参加の促進」な

ロの取組」や「放課後児童クラブの充実」は、特に

ども同様である。
⑺家族政策に関する意識改革は国も地方自治体も

市町村レベルの取り組みになる。
⑷地域の子育て支援においては、「こんにちは赤

関わるが、地方自治体の取り組みが十分でないとい

ちゃん事業」
「子育て世代包括支援センター」など

う印象を受ける。もう少し国と地方自治体が歩調を

地方自治体の役割が大きい。

合わせて、推進してほしい。
⑻若者の就労支援は、雇用対策やハローワークの

⑸経済的支援は国が中心になる。「乳幼児等医療

運営など主に国が行う。

費助成制度」は地方自治体単独の政策だが、「幼児
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変更することが課題解決に結びつくとは一概に言え

⑼家庭支援（ひとり親家庭の支援）は、法制度は

ないこともある。

国が担当するが、地方自治体も地域の実情に応じて
展開することが重要である。特にひとり親家庭の支

こども家庭庁の母体は、厚労省の子ども家庭局と

援は、制度的には国が主体だが、地方自治体も重要

内閣府の子ども・子育て本部である。文部科学省の

な役割を担っている。

幼稚園課や法務省のいじめ担当は移管されない。そ
ういう意味では縦割りが残っている。ただし、子供

⑽家族法の関係については、国の責任ということ

の教育という観点で見ると、また別の議論が可能で

になるだろう。

あろう。幼稚園から始まって、小学校、中学校とつ
ながっているわけで、幼稚園だけ切り離すのは、や
はり不安が残る。いじめ対策も、法務省や警察庁が

地方自治体の役割

関係しているが、それは両省庁の業務の一環である。

このように、家族政策においては地方自治体の役

それを切り離すというのは、組織の一体性を損なう

割が大きいことが分かる。例えば、子供の医療費負

ことになるだろう。

担軽減のための助成制度は、地方自治体の単独事業

「縦割り行政の打破」と言う時、当然だが中身が

として普遍化している。子供を産み育てやすい環境

重要である。何のテーマでの縦割り行政なのか。縦

づくりに積極的に取り組む地方自治体が増加してい

割りを崩したほうがいいテーマもあるであろうし、

る。

関係省庁の間で連携するほうが効果的だということ

特に地方自治体レベルでは、国以上に家族を丸ご

もある。「縦割り行政の打破」が絶対的なスローガ

と支援する施策が重要ではないか。例えばフィンラ

ンになるというのではなく、個々のテーマに応じて

ンドのネウボラのような出産前から切れ目ない母子

対応を考えていくべきではないか。

支援を行う取り組みがある。子育て世代包括支援セ

こども家庭庁では、単なる少子化対策ではなく、

ンターは日本版ネウボラと言える事業で、こうした

家族政策への脱皮を図るということが最も重要だと

取り組みを強化すべきだと考える。

考えている。家族機能の強化、家庭基盤の強化につ

こんにちは赤ちゃん事業で家庭を訪問し、担当者

ながるような政策を打ち出してほしい。従来の守備

を付けて成長に沿って家庭を支援していくべきであ

範囲にとどまらず、もう少し幅広い視点から考えて

ろう。そうしたところから家庭が抱える問題も分

いただきたい。

かってくる。もう少し地方自治体がコミットしても

そうすることで、最初に指摘した税制の問題も議

いいのではないか。大都市は簡単ではないが、中規

論できる。また、家族・家庭は小さい子供だけでは

模小規模の地方自治体であれば、ネウボラのような

ない。中学生、高校生、大学生という成長を見据え

取り組みは可能であろう。そうしたことが徹底され

た支援や家族法制の課題などもある。そのような家

れば、家族支援、家族政策もより効果的に実施でき

族、家庭に目を向けた政策を打ち出すことができれ

ると思われる。その意味では、こども家庭庁ができ

ば、こども家庭庁設置の意味も大きい。

れば、今よりも家族政策が推進しやすくなるのでは
ないかと期待している。

重要な課題は人材養成
それからもう一つ、重要な課題は人材養成である。

「縦割り行政の打破」は中身で考えるべき

こども家庭庁で実務を担当する人材の配置、またど

ちなみに、こども家庭庁の構想において「縦割り

のように人材を育てていくのかという点も明確にし

行政の打破」が強調されたが、確かに感覚的に分か

ていく必要がある。

りやすい。ただ、施策を個別に見ていくと、組織を

省庁においては、キャリアは様々な部署を回りな
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がら経験を積む。細かい話になるが、厚労省の場合

1・73％。GDP 比 3％というと 15 兆円になる。最

は法改正の担当や企画立案、財務省との折衝などを

初から GDP 比 3％ありきにすると、政党のスロー

経験する。ノンキャリアの方の場合は、一つの部署

ガンにはなるかもしれないが、行政としてはやはり

で長く行政実務を担当することが多い。

どのような政策を実行するのか、そのために予算は

今回、こども家庭庁が内閣府に設置された場合、

どれくらい必要かといった議論を積み上げていかな

内閣府で人事採用される。そうなると、幅広い経験

ければ意味がない。結果としてそれが 3％になるか

を積む人材を育てられなくなるのではないかと懸念

は別の問題である。数字ではなく、まず具体的な政

している。実際は大多数が厚労省からの出向になる

策を提案して、その上で予算を議論すべきではない

と思われるが、こども家庭庁に相応しい人材をどの

か。また、その財源をどうするのかという点は避け

ように育てていくのかということは、今後の重要課

て通れない。財源確保策なしの政策論は空論である。

題であると思う。こども家庭政策に熱心に取り組む

こども保険のような議論があるが、将来の日本のた

役人を育成することはもちろん、省庁として対外折

めにも、こども家庭政策充実に着目した国債発行に

衝など様々な業務に対応していくため、幅広い経験

よる財源確保策があるのではないか。

を積んだ人材を集めることが必要になる。組織がで
きれば自然に動くというわけではない。それがなけ
れば、単に厚労省の子ども家庭局を移しただけに終
わってしまうことにもなりかねない。

子育て世帯には平等に支援を
最後に、子供のいる世帯に対する支援は、所得の
多い少ないにかかわらず、平等に行うべきだと考え
る。最近の子育て家庭支援策は、
「住民税非課税世帯」

政策踏まえた予算議論を

が対象というように、低所得者層が中心になってい

冒頭で述べた通り、厚労省から切り離されたこと

る。しかし、若い世代の中にこうした施策に不満を

で、こども家庭庁の予算獲得は有利になったと思う。

持っている人たちが少なくない。一般のサラリーマ

これまで厚労省予算の中でシーリングの制約などが

ン世帯では、住民税が非課税になることはほとんど

あったが、こども家庭庁として独自の予算を組むこ

ない。税金の負担ばかりで見返りがないという不満

とができる。政府が、こども家庭政策にどの程度

の声を聞く。

力を入れているかが一目瞭然で分かる。この点はメ
リットである。

家族政策は、すべての家庭に関係する政策が望ま
しい。そうした観点からみれば、子育て世帯への支

また、こども家庭予算をヨーロッパ諸国並みの
GDP の 3％にすべきという意見がある。2019 年度

援は、所得に関係なく平等に支援していいのではな
いか。

の子ども・家族関係費用は約 9・7 兆円、GDP 比で
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「こども家庭庁」の課題と「家族政策」の可能性
−家族を一体的に支援する政策が求められる−

※本稿の内容は必ずしも本研究所の見解を反映したものではありません。
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