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少子化社会対策推進点検・評価検討会議 

少子化社会対策推進点検・評価関係府省連絡会議 

合同会議（第２回） 

 

１．日時 平成２０年９月２９日（月）１６：００～１８：００ 

 

２．場所 中央合同庁舎第４号館 共用第４特別会議室 

 

３．出席者 

佐藤  博樹  東京大学社会科学研究所教授 

案田  陽治  日本サービス・流通労働組合連合副会長 

大矢  和子  株式会社資生堂監査役 

奥山  千鶴子 特定非営利活動法人びーのびーの理事長 

柏女  霊峰  淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授 

竹内  朱実  株式会社静岡第一テレビ総務局総務部主査 

笑顔でギュッとパパママ応援団企画委員 

普光院 亜紀  保育園を考える親の会代表 

藤本  保    大分こども病院長 

森   貞述  高浜市長 

矢島  洋子  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社経済・社会政策部

主任研究員 

 

４．議事要旨 

 

○佐藤座長 

 それでは、少し前ですけれども、皆さんおそろいですので、ただいまから「少子化

社会対策推進点検・評価検討会議」と「少子化社会対策推進点検・評価関係府省連絡

会議」の第２回合同会議を始めさせていただきます。 

   本日はお忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。 

   会議の開催に当たりまして、小渕内閣府特命担当大臣（少子化担当）からご挨拶を

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○小渕内閣府特命担当大臣 

 皆様こんにちは。ただいま御紹介をいただきました、内閣府特命担当大臣を拝命い

たしました小渕優子でございます。 

   本日、委員の皆様には大変お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうござい
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ます。 

   そして、この会議も第２回目を数えるということでありますので、積極的な御議論

をいただいていますことに、この場をおかりして感謝を申し上げたいと思います。 

   私は少子化担当ということでありまして、少子化の旗振り役ということであります。

また、大変若いにも関わらず、こうした大臣という責任あるお役をこの度頂戴いたし

ました。 

   さて、私に何ができるのかといろいろ考えております。その中で、私も、今、１歳

の男の子を抱える一人の母親であります。この１年間、子どもを育てながら仕事をし

ていく中で、いろいろな困難にもぶつかってきました。どうしてこうなのかと疑問に

感じることもたくさんありました。そして、これから子どもを育てていく上で、更に

そうしたことにぶつかっていくのだと思います。 

   そうした中で、私はこうした経験を踏まえて、何か疑問が生じたら、困難が生じた

ときにどうしたらいいのか。そうしたことを改善する手立てはないのか。そうしたこ

とが起きたらすぐに関係省庁にお願いをして、すぐに何か対策が取れないかというこ

とを言っていきたいと思います。私はまだまだ経験不足、知識不足でもありますけれ

ども、それでも、今、同世代のお母さんとともに悩み、そして、ともに歩く大臣であ

りたいと考えています。 

   それとともに、私が考える少子化対策でありますけれども、子どもを持つすべての

方々、そして、子どもを持ちたいと思うすべての方々に対して幅広くやっていきたい

と思います。母子家庭の方々や、また子どもが持ちたくても持てない不妊の方々、そ

うした方々に対しても、心に寄り添う少子化対策をしていきたいと考えています。 

   今回、少子化対策につきましては、少子化社会対策大綱、そして、子ども・子育て

応援プランなどを進めているところで、各分野においてどんな成果を上げているのか、

皆様方に点検・評価をしていただくこととなります。とかく我々というのは、こうし

たプランや大綱ができると、少しほっとしてしまうところがあるというのでしょうか、

仕事が終わったような気がしてしまうのが一番いけないところでありますし、少子化

は本当に忍耐強くやっていかなければならないことなのではないかと思います。そう

した意味で、利用者の方々がどんなところに不都合を感じるのか、しっかりと点検・

評価をしていくことが私は何よりも大切なことだと思っております。 

   そうした意味におきまして、皆様方の役割は大変大きなものがあるかと思います。

今まで以上に厳しく、そして、細かなところまで点検をしていただき、これからの少

子化対策に対して、皆様方のお知恵、お力をいただきますように、どうかよろしくお

願い申し上げます。私も時間のある限り、また皆様方の御意見をいただいてまいりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   今日はありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。 

   大臣は、別の公務のため、ここで退席されます。 

 

 

○小渕内閣府特命担当大臣 

 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（小渕内閣府特命担当大臣退席） 

 

○佐藤座長 

 それでは、事務局から資料の確認と委員の出席状況に関する報告をお願いいたしま

す。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 少子化担当参事官の川又と申します。よろしくお願いいたします。 

   お手元に資料を配付しておりますが、資料１が「少子化施策利用者意向調査の構築

に向けた調査」。 

   資料２といたしまして、これは厚生労働省提出でございますが「後期行動計画策定

の手引（素案）について」。 

   資料３といたしまして、案田委員からの提出資料。 

   資料４といたしまして、竹内委員からの提出資料。 

   資料５といたしまして、普光院委員からの提出資料。 

   以上でございます。 

   この他、普光院委員の方から、お手元の茶色い冊子でございますけれども「95 都市

保育力充実度チェック」というのも御提供いただいております。 

   また、同じく普光院の方から、資料１の意識調査についての御意見をいただいてお

りますので、お手元に配付されているかと思います。 

   それから、次第の後ろに参考資料ということで一覧が出ていますが、かなり厚い参

考資料が付いています。今日は御説明する時間はございませんけれども、御紹介させ

ていただきますと、参考資料１が、少子化社会対策関係の平成 21 年度予算概算要求の

ポイントで、各省庁から要求された内容のポイントをまとめたものでございます。 

   参考資料２は「子育てを支える『家族・地域のきずな』を深める先進的取組事例調

査」ということで、内閣府の方で調査研究をして集めた、いろんな事例集でございま

す。何かの御参考になればということでございます。 

   参考資料３が「企業参加型子育て支援事業調査研究」ということで、これも内閣府

の方で調べたものでございます。地方自治体におきまして、企業とタイアップして、
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子育て応援店のような取組がかなり進んでおります。その状況など、調査をしたもの

でございます。 

   また、参考資料４は「少子化対策を考える国際シンポジウム」が、今週末になりま

すけれども、10 月４日土曜日に大阪で開催をされます。アメリカ、イタリア、シンガ

ポールから招聘者をお招きしてシンポジウムが行われますので、御紹介をさせていた

だきます。関西方面の方がもしいらっしゃいましたら、お出かけいただければと思い

ます。 

   参考資料５、６は、これも内閣府でやっております各種のフォーラムについてのお

知らせをお配りさせていただいております。よろしくお願いします。 

   それから、委員の御出席状況でございますが、本日は全員御出席でございます。 

   前回、第１回目に御欠席で、本日御出席の委員がおられますので、御紹介をさせて

いただきたいと思います。 

   株式会社資生堂監査役の大矢和子委員でございます。 

 

○大矢委員 

 大矢でございます。皆さん、前回お話をされているということで、ちょっと自己紹

介をさせていただきたいのですけれども、そういう時間はありますか。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 どうぞ。 

 

○大矢委員 

 産業界の方で、長らく企業倫理とか CSR など女性支援の活動に取り組んでおります

我が社ですけれども、ほかの役員ともども一体になって社外でも活動いたしておりま

す。 

   わが社では少子化に関連のある内容では、社員の多様化を生かす社内風土の醸成と

か、点検・評価などでも課題に挙がっていましたけれども、意識変化と制度の認知、

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き方の見直しや、優秀な人材を確保する

ための仕事と育児の両立支援などを行っています。 

   企業にとっては、女性を活かすということはこれからの喫緊の経営課題でございま

すし、継続実施するためにいかに効率的であるか、迅速に実施するか、実施した効果

を数値化するかということが重要になってくると思いますので、そういった経験を生

かして、こちらの方で貢献していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 続きまして、特定非営利活動法人びーのびーの理事長、奥山千鶴子委員でございま
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す。 

 

○奥山委員 

 奥山です。座ったままで失礼いたします。 

   ちょうどこの前に横浜市の次世代育成行動計画推進協議会、まさに次世代の後期計

画づくりに向けてアンケートの設計を協議しておりまして、ちょっと遅れてしまいま

した。 

   通常は、０～３歳の、まだ幼稚園や保育園に行く前の子育て家庭の方々が気兼ねな

く遊びに来られる場所、子育て支援拠点、広場などの運営支援をしております。 

   今回も、保育や地域、子育て支援のサービスメニューについての中身の検討、評価

の方法などが検討されると思うのですけれども、先ほど大臣がおっしゃられたとおり、

すべての子育て世代を対象とする、子育て家庭を対象とするということが、今、非常

に求められているのではないかと思います。 

   広場には、育休中のお母さんたち、専業主婦を選ばざるを得ない、そういった方々

が一緒にすごしております。赤ちゃんが生まれたばかりで、もっと関係を深めたいと

思いながらも、一方では保育園の予約をどうするかということ、仕事のこと、自分の

体のことだけでも大変なのに、初めての子育てという経験にプラスして、いろんなサ

ービスを決めていかなくてはいけない辛さというのも、広場の中で毎日感じておりま

す。働くという選択をしたお母さんも、そうでないお母さんたちも、子どもたちがう

まく育っていくために、地域の方でできることを一生懸命考えていきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 続きまして、淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授の柏女霊峰委員でございます。 

 

○柏女委員 

 淑徳大学の柏女と申します。どうぞよろしくお願いします。 

   前回休んだのですけれども、子どもの福祉や子育ての福祉を専門にしています。石

川県の少子化対策の顧問もさせていただいておりまして、今、後期行動計画に向けて

の調査票の検討などを行っているところです。要保護問題などにもかかわっておりま

すので、そちらの視点からかかわっていくことも多いかと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 続きまして、大分こども病院院長、藤本保委員でございます。 
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○藤本委員 

 藤本でございます。座って挨拶させていただきます。 

   私は小児科医でありまして、この会の中では、子どもの側、子どものアドボケータ

ーとして発言していきたいと思っております。私自身は医療法人と社会福祉法人の理

事長として２つの経営をしていまして、社会福祉法人の方は 150 人定員の保育所を持

っております。これは認可保育所です。それから、知的障害児の通所施設、情緒障害

短期療養施設等を併せて経営していこうとしている状態です。 

   子どもを取り巻く、特に子どもの生育環境を考えるときのキーワードが４つあると

考えています。子どもの教育、保健、福祉、そして、子どもが一番困難に陥るときは

病気でしょうから、医療、この４つの観点から、子どものアドボケーターとしての発

言をしたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

○佐藤座長 

 それでは、議事に入りたいと思います。お手元の議事次第を見ていただければ、今

日は３つ議事があります。役所側から２つ報告いただいて、それに関連して委員から

御報告いただくという形になっています。当初は１と２の間で質問を伺おうかと思っ

たのですが、委員の報告を拝見すると、１と２の報告に関連した報告も相当含まれて

いるようですので、続けて全部報告していただいて議論するという、やや長丁場にな

りますけれども、そのようにさせていただければと思います。 

   それでは、最初に「少子化施策利用者意向調査の構築に向けた調査」について、事

務局から御説明いただければと思います。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 それでは、引き続き、資料１－１と資料１－２でございます。 

   今回の議題のうち、我々役所の方から御説明させていただく１番がこの利用者意向

調査の構築に向けた調査ということで、これは内閣府の方で、今年度予算で調査研究

事業として行おうとしているものでございます。国として、利用者の視点から、どの

ような形で調査ができるかということでございます。 

   それから、私の後に厚生労働省から御報告いただく「後期行動計画策定の手引」と

申しますのは、各地方自治体が次世代育成支援対策推進法に基づいて行動計画を立て

ておりますけれども、もうすぐ５年間を経過するため、地方自治体における後期計画

を作る際の国の手引でございます。厚生労働省の方からは、その手引の中で点検・評

価にかかわる部分を中心に、この後、御説明いただく、そういう本日の流れになって

おります。 

   まず、資料１－１でございます。内閣府の方で今、準備を進めております「少子化

施策利用者意向調査の構築に向けた調査」でございます。今回の少子化社会対策大綱、
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子ども・子育て応援プランの見直しに向けて、点検・評価の手法をここで御検討いた

だくわけですけれども、調査のアウトラインの作成を今回いたしましたので、御紹介

をして、皆様の意見をいただいて、更にブラッシュアップをしていきたいと思ってお

ります。 

   実際にやってみますと、利用者の視点から点検・評価するというのは、言うは易く、

現実の設問に落とし込んでいくというのは非常に難しいなというのを正直感じており

まして、今日のものもドラフトということでございまして、まだ非常に粗削りでござ

います。普光院委員の方からもいろいろ細かい御指摘をいただきましたけれども、確

かにまだまだ不十分でございまして、試行錯誤の段階でございますので、いろいろ御

意見をいただいて、更にブラッシュアップして、また、この調査について、専門の委

員何人かにお願いして、更にたたいていただくというステップも用意しておりますの

で、今日はお披露目ということで、皆様方から率直な印象、御意見、こんな形でやっ

たらいいのではないかということをアドバイスいただければという趣旨でございます。 

   めくっていただきまして、１枚目に「調査の概要」でございますけれども、「子ど

もと家族を応援する日本」重点戦略で昨年まとめられました報告の中で、利用者の視

点に立った点検・評価の手法が必要だという御提言を受けてのものでございまして、

利用者の実際の意識でありますとか、感覚というものを把握しようという取組でござ

います。どのような調査が有効なのか、手法の有効性を検証するとともに、実施上の

課題を明らかにすることを目的にする、いわば試行的な調査研究事業として行うもの

でございます。 

   調査方法でございますが、郵送のアンケート調査方式を考えております。今、仮置

きで５市町村、１万人と書いてございますけれども、どのようなサンプルを取ってい

くのか、その辺りについても今後、専門家の御意見も伺いながらやっていきたいと思

いますが、規模としては１万人規模ぐらいかなと考えております。 

   調査対象者といたしましては、子育てを実際にしている方でありますとか、結婚さ

れているけれども、子どものいない世帯、独身者、さまざまなカテゴリーの御意見な

り意識が調査できるような形で組みたいと思っております。具体的にどういうサンプ

ルの取り方をするかという辺りも検討課題ではあると思います。 

   最後の調査対象地域でございますけれども、やはり大都市圏と地方では事情が違う

であろう。それから、出生率の高いところ、低いところ、女性の働いている率が高い

ところ、低いところ、いろんな地域の特性というものもデータを見ながら、サンプル

として取れればというように考えております。 

   次の２ページでございます。「アンケート調査項目の考え方」ということで、どう

いうテーマについてアンケートを取るかということでございます。我々の任務として

は、少子化社会対策大綱をフォローアップしていこうということでございます。この

大綱では４つの重点課題が掲げられておりまして、左側に四角が４つございます。「若
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者の自立とたくましい子どもの育ち」以下の４つが大きな重点課題です。 

   それから、この大綱には具体的行動計画がございまして、その横の「（１）若者の

就労支援に取り組む」から「（28）児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深

める」まで、28 の項目がございます。 

   これらの項目に従って点検・評価をしていこうと考えているわけですけれども、全

部網羅的にというよりは、ある程度項目を絞って、しかも既存の統計ではなかなか把

握が困難な項目を取りながらやっていってはどうかということで、色が青くなってい

る項目を今回お示しする案では仮に採用して問い立てをしてみたものでございます。

具体的にはまた後で御覧いただこうと思います。 

   ３ページでございますが、この調査の項目を立てるに当たっては、実は、この重点

戦略の前に、18 年度にも一度、この点検・評価手法の開発ということで研究をしたこ

とがございました。そのときに、３ページにあります➀～⑬という項目を取ったらど

うかというような検討がなされておりましたので、これらも参考にしながら今回の項

目づくりをしてみたものでございます。 

   ４ページでございますが、これは前回の資料にも同じ中身がございましたけれども

「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略検討会議」の点検・評価分科会の中で、

次のような６つの視点から考えるべきということで示された内容でございます。 

   復習でございますけれども、項目として、１つは「結婚や出産・子育てに対する希

望の実現度」。どの程度実現したかという観点。 

   それから「利用者の多様性」という観点。共働きなのか、子育て期なのか、独身な

のか、という利用者の多様性。 

   それから「地域差」という観点。 

   「支援策相互の連帯」という観点。 

   「質と量の評価」。量だけではなくて、サービスの質の面という観点。 

   それから「支援策の周知と利用しやすさ」といった観点。 

   このような６つの視点が点検・評価分科会では提示をされております。この６つの

視点はまだまだ抽象的な指摘でございますので、これをどのように具体的な設問に生

かしていくかというのは、やってみると、ちょっと難しいなという気がしております。

ただ、できる限り、こうした観点を入れた設問になるように、近づくように努力して

いきたいと思います。 

   ５ページ目でございますけれども、１つの評価指標の考え方として、１つ目は「認

知度」。制度や社会全体としての取組について、知っているかどうかという観点。 

   それから「利用度（活用度）」ということで、制度をどのくらい利用した経験があ

るのかや制度利用が進んでいるというように感じるのかどうか。利用度や普及度とい

った観点。 

   それから「達成度（満足度）」ということで、施策の目的が達成をされ、利用者の
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方も満足をされているのだろうか、一定の政策目的が達成されているのだろうか、そ

のような観点を意識しながら設問を作ってみたということでございます。 

   最後の６ページ目は、本調査のスケジュールでございます。今日、ここでいただい

た御意見も参考にしながら、更にこれをブラッシュアップして、専門の先生方の御意

見なども更にお伺いしながら、11 月、12 月ごろには実際の調査に入りたいと考えてお

ります。 

   引き続きまして、資料１－２でございます。これが今のような考え方に従って設問

を作ってみたものでございます。冒頭申し上げましたように、まだまだ粗削りで、こ

れでいいのかというところもあろうかと思いますけれども、今の段階の案として御覧

いただければと思います。 

   ざっと御紹介いたしますと、１ページ目は「『少子化に対する取組』について」で、

いろんな取組みについて、知っているのか、知らないのかという観点から聞いたもの

でございます。ただ、普光院委員からも御指摘いただいているのですけれども、ちょ

っと抽象的で、このような取組を知っているかと聞かれても、なかなか答えにくいと

ころがあります。むしろ、それぞれの項目で典型的な、これを知っていなければ困る

よというのを例として取り出して、それを知っているかというような聞き方がいいの

ではないかと考えておりますので、この辺、どんな聞き方がいいのかというのもお知

恵をいただければと思います。 

   ２ページ目からは、それぞれの柱立てについての質問になります。２ページは、ま

ずは「『若者の自立とたくましい子どもの育ち』について」ということで、問１は「若

者就労支援」ということでございます。若者の雇用促進の取組について、利用したこ

とがあるかとか、取り組んでいると思うかとか、改善していると思うかとか、パート

と正社員の処遇の話、そのようなことについての意識、感じ方を聞いております。 

   下の問２ですけれども「子どもの人間性の育成や学びの支援」ということで、学校

以外の社会体験活動でありますとか、教育と経済的な問題でありますとか、生きる力

というものをはぐくむ教育になっているのかどうかという観点での質問が並んでおり

ます。 

   ３ページでございますけれども、こちらはワーク・ライフ・バランスということに

関連しまして、問１は「職場における仕事生活の両立支援の取組」ということで、短

時間、フレックスタイムとか、労働時間短縮の制度を活用しているかどうか、残業を

減らすための取組みが行われているのかどうか、フレックスタイム、時間短縮の制度

を活用するなど、柔軟な働き方をすることが普通になっているかでありますとか、実

現されているか、そのような観点から、ワーク・ライフ・バランスの普及度というか、

浸透度を聞こうというものでございます。 

   問２は「育児休業制度」についての利用度と達成度ということでございます。 

   ４ページですけれども、問３は特に男性に注目をいたしまして、男性がそのような
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短時間、フレックスタイム、育児休業などを利用したことがあるかどうか。また、男

性が家事・育児時間が増えたかどうか。そういう環境にあるかどうか。また、今の家

事・育児時間で満足しているかどうかというような、男性に焦点を当てたのが問３で

ございます。 

   問４は「再就職等の促進」ということで、特にお子さんのいらっしゃる女性の方が

再就職をした経験があるのかどうか、再就職しやすい時代になってきているのかどう

かというような観点。 

   問５は、先ほどのワーク・ライフ・バランスにも関連いたしますけれども、労働時

間という観点からの設問でございます。労働時間が短くなってきているのかどうかと

いうことでございます。 

   ５ページの問６ですけれども「仕事や育児の希望に関する実現度」ということで、

希望する家事・育児の割合が実現しているのかどうかでございます。 

   ２番、３番は、このまま聞くのは粗削りで、もう少し精査が必要かなと思っており

ますけれども、希望するような姿が実現しているのかどうかという辺りを何らかの形

で聞いてみたいなと思っています。 

   ６ページでございますけれども「生命の大切さ、家庭の役割等についての理解」と

いうことで、例えば「家族の日」が 11 月の第３日曜日に設定されて、その前後を「家

族の週間」として取組を行っているのですけれども、そういう取組を知っているのか

どうかというような話でありますとか、地域での遊びとか、触れ合う機会などについ

ての設問でございます。 

   ７ページ目の問１は「就学前の児童の教育・保育、放課後対策」ということで、保

育所、幼稚園、放課後児童クラブについての利用度、達成度、満足度というような形

で設問をしております。 

   問２は「地域における子育て支援」ということで、特にファミリー・サポート・セ

ンターを中心に、この制度がどれくらい知られていて、普及をされているのかという

ことを中心に聞いております。 

   ８ページ目も、真ん中まで、ファミリー・サポート・センターを中心とする問でご

ざいます。 

   ８ページ目の真ん中の問３でございますけれども「子どもの健康支援、妊娠・出産

の支援」ということで、特に子どもの医療、お子さんが病気になったときの体制の話

でありますとか、お子さんか病気になったときに預けて働くことができるような環境

になっているかどうか、そのような観点からの質問でございます。 

   ９ページ目の問４「子育てのための安心・安全な環境」ということで、外出先での

環境、バリアフリーを含め、住宅の話など、ハードの環境のお話でございます。 

   問５は「子育ての経済的負担」ということで、子育てと経済的負担、児童手当、子

育て財源と消費税との関係についての設問などがございます。 
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   10 ページ、最後でございますけれども「昨今の子育てに対する変化」ということで、

２～３年前に比べて、傾向として、どのような方向を向いているのかという辺りを大

ざっぱな形でとらえるような質問でございます。 

   裏側の 11 ページはフェイスシートということで、先ほどの多様な利用者ということ

で、性別、年齢、就業形態、配偶者、子どもの有無、同居者、家事・育児にどれくら

い時間を費やしているか、回答してくださる方の個人的な属性というものを把握して、

それと回答とをクロスしながら、いろんな分析をしていきたいと思っております。 

   ただ、余り量を多くしますと回答率も悪くなるというジレンマがございますので、

今の分量でも、お答えになるにはかなり御負担があるかなという気がしておりまして、

どうやったら効率的にある程度のことがわかるのかという辺りもお知恵をいただきた

いところでございます。 

   私の方は以上でございます。 

 

○佐藤座長 

 基本的には調査の目的に即した調査の方法とか設計になっているかということで、

設問１個１個は時間的に無理だと思いますが、後で御意見伺えればと思います。 

   続きまして「後期行動計画策定の手引（素案）について」厚生労働省から御報告を

お願いできればと思います。 

 

○赤塚厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室室長補佐 

 「後期行動計画策定の手引（素案）について」を御説明いたします。厚生労働省少

子化対策企画室の赤塚と申します。よろしくお願いいたします。 

   本日、資料２ということで、計画の評価方法の検討にかかわる部分について、抜粋

ということで資料を用意いたしました。 

   この資料の説明に入る前に、この手引の位置づけについて、簡単に触れたいと思い

ます。 

   都道府県、市区町村については、次世代育成支援対策推進法で５か年の行動計画を

作ることが義務づけられております。その後期の行動計画が平成 22 年度～26 年度ま

でということで、その準備作業の時期が迫ってきているということでございます。一

般的に、21 年度、来年度から内容について検討することになると思うのですけれども、

その前段として、住民のニーズをしっかりと把握して、それに応える計画を作ってい

ただきたいということで、ニーズ調査については、もう既に今年の後半ぐらいからや

っているところもございまして、実質的には策定の作業が始まっているという状況で

ございます。 

   そのような中、私どもとしては、例えば、ニーズ調査のひな型ですとか、今回重要

視されております点検・評価の基本的な枠組み、考え方について早くお示しをしたい
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ということで、８月に全国の課長会議を開催しまして、そこで一度説明をしておりま

す。 

   今回、計画の評価方法の検討ということで、資料としては課長会議資料の４番から

抜粋してございますけれども、まず、手引全体の内容について簡単に御説明いたしま

す。 

   最初に、計画における施策目的の共有ということで、例えば、国においては、新待

機児童ゼロ作戦ですとか、さまざまな数値目標を含んだ施策を打ち出しております。

ここ１～２年でかなり打ち出しておりますので、そういった内容をきちんと把握して

くださいとか、国も地方も共有をするということで、こういった部分の重要性を御説

明しております。 

   その具体的な内容としましては、仕事と生活の調和実現の視点と、保育等について

は、潜在的な需要を踏まえたサービス必要量の把握と整備計画の策定、更に、多様な

主体の参画、共同で計画を進めていってほしいという内容を盛り込んでございます。 

   ２点目で、地域におけるニーズの把握ということで、国から都道府県に対しまして、

ニーズ調査票の様式例を提示しております。それは資料の９ページ以降に添付してご

ざいます。こちらは定量的な目標を設定する際に必要となると思われる項目をひな型

としてお示しをしてございます。この調査の設計としましては、両親の働き方の違い

によって、家族類型ごとにサービスの需要が把握できるような調査にしていただきた

いという設計で作ってございます。 

   もう１点、ニーズ調査を実施する留意点ということで、調査設計の段階から、子育

て当事者ですとか、子育て支援関係者の参画、共同を求めて一緒にやっていっていた

だきたいということをお示ししております。 

   ３点目として、定量的な目標設定ということで、国においては新待機児童ゼロ作戦

で 10 年後の目標値を定めておりますけれども、こういったものを参考にしていただい

て、各種の保育等のサービスについて目標を設定していただきたい。その際には、潜

在的なニーズということで、女性の就業率の向上等に見合った、また、それをサポー

トする保育等の社会的な基盤をきちんととらえて整備計画に載せていっていただきた

いということを手引でお示ししてございます。 

   ４点目として、政策目標の共有、地域におけるニーズの把握、定量的な目標設定を

前提としまして、資料に行きますが、１ページの「計画の評価方法の検討」というこ

とで、評価の枠組みですとか、評価の指標例、あとは自治体独自で評価指標を設定し

ていただきたいということをお示ししてございます。２ページ目以降の内容をポイン

トとして１ページにとりまとめておりますので、ここのポイントを中心に御説明した

いと思います。 

   まず、１点目です。「評価の枠組み」ということで、ここでは大きな評価の枠組み

について、考え方を説明してございます。 
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   まず、計画の進捗状況を点検・評価するということで、これまでは数値目標を設定

した個別の事業、いわゆるアウトプット目標が達成されていたかどうかといったこと

に評価の重点が置かれていた嫌いがあるということで、後期行動計画に向けては、そ

れに加えまして、個別事業を束ねた施策レベル、更に、計画全体の評価も実施するこ

とが望ましいということで説明をしてございます。 

   具体的なイメージなのですけれども、資料の 21 ページに評価指標例ということでお

示しをしてございます。ここでお示ししている個別事業レベル、施策レベル、計画全

体ということのイメージ図でございます。一番左側の施策に大項目、中項目、個別事

業と書いてございます。 

   字が小さくて恐縮なのですけれども「地域における子育ての支援」といった大項目

については、今、７項目ぐらいございまして、これは次世代法にこういう方向性の計

画を作るということで盛り込まれている内容でございます。 

   中項目「地域における子育て支援の充実」等々といった項目については、自治体の

行動計画策定の支援ということで、国の方で策定指針というものを作っておりますけ

れども、策定指針でお示しをしている大きなくくりのものでございます。その中項目

の中身として、具体的に予算事業等々が連なっているといったような今の構成になっ

てございます。 

   これまで、それぞれ個別事業のアウトプットということで、評価指標としては、こ

ういった数値目標の達成度合いがどうだったかといったことに重きがなされた評価が

されていたと思いますけれども、これからは、まず政策レベルということで、私ども

としては「地域における子育ての支援」という大項目の中でアウトカム指標を作って

いただいて評価をしていただきたいということで考えているものでございます。 

   その評価の指標としまして、例えば、認知度、理解度、利用度、達成度、達成度の

中には意識調査で把握するものと、既存の統計データで把握するものが考えられるの

ではないかということを御説明しております。 

   以下、母性並びに乳児等々、同じような観点でとりまとめてございます。最後に、

トータルとして、計画全体の評価指標、アウトカムを設定して、それに基づいて評価

をしていただきたいということを御説明してございます。 

   戻りまして、資料の１ページの２つ目の○としまして、利用者の視点に立った評価

指標を設定し、PDCA サイクルの実効性を更に高めていくといったことをとりまとめて

ございます。 

   その際、先ほども少し説明いたしましたけれども、認知度、利用度、達成度といっ

たような項目を設定していただいて、それらの要因分析をして、個別事業の改善につ

なげていただきたいといった内容でございます。 

   ４つ目の○でございます。これは後期の行動計画の評価に向けた考え方を説明して

いるものです。例えば、前期計画を評価する。前期計画を作るときにも、自治体によ
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っては、意識調査的なものをかなり細かく設定して、そういったデータを持っている

ところもございますので、今回、後期行動計画策定のためのニーズ調査に当たっても、

同じような内容の調査をしていただいて、後期行動計画で取り入れていただきたい方

法で、前期計画の評価もできるようになると思われますので、こういったことができ

る自治体であれば、同じ方法で前期行動計画の評価も行っていただきたいということ

を御説明してございます。 

 ２番目として「評価指標例、評価方法例」ということで、これは具体的な評価方法

の説明をしているところでございます。 

 ○の２つ目でございます。先ほどお示しをしました評価指標例にもありますように、

政策レベルの評価に当たっては、達成度ということで、意識調査に係る評価の部分と、

既存統計データによる評価の部分と２つ考えられるということをお示しをしておりま

すけれども、基本的にはその両方で指標を作って、実績を把握して点検・評価をして

いただきたいということをお願いしてございます。その両者の視点に立った施策レベ

ルの評価手法として、これはなかなか難しいところもあるかとは思うのですけれども、

例えば、意識調査以外に、利用者に対するグループインタビューなどを通じて実績を

把握するとともに、後期の行動計画に向けた指標の参考とできるのではないかという

こともお示しをしてございます。 

 ３点目としまして「自治体独自の評価手法、評価方法の検討」ということで、１と

２については国の枠組みということで、基本的にこういう方向性に沿って評価をして

いただきたいということをお示しした上で、自治体において独自に設定する指標なり

があるだろうということで、こちらで少し具体的な内容を御説明してございます。 

 具体的には、資料の５ページでございます。施策レベルの評価手法ということで、

個別の事業を束ねた施策レベルの評価指標を作る際に、２点、是非こういう方向で考

えてほしいということをお示ししております。 

   「子どもと家族を応援する日本」重点戦略においては、働き方の見直しによる仕事

と生活の調和の実現という項目と、それに対応した子育て支援策の再構築が必要と、

いわゆる車の両輪論で大きな方向性が示されております。 

   自治体においても、「地域における子育ての支援」と「職業生活と家庭生活の両立

の推進」という２つの大きな取組が重要と考えられ、例えば、共通の指標例というこ

とで、ワーク・ライフ・バランス関係ですと、仕事と生活の調和の実現が図られてい

ると感じる割合、希望と現実の差といったような意識調査による結果のものを評価指

標としてはどうかということで説明をしているものでございます。 

   その際の具体的な設問例ということで、６ページ、７ページにお示ししてございま

す。これについては、国としても参考としたいこともございまして、自治体でこうい

った観点から設定した指標については、国に報告を求めることもあるということで、

自治体にはお願いしてございます。 
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   以上、計画の評価ということで、自治体にお示しをしている内容について御説明い

たしました。 

 

○佐藤座長 

 一度聞いただけではよくわからないと思います。私はこの策定に多少かかわってい

たので別ですけれども、質問から入りたいと思いますので、また後で伺うことにしま

す。 

   それでは、これから委員３名から御報告いただきます。前半の報告にかかわる内容

を中心に御用意していただいているということですので、それぞれ 10 分ずつお願いし

たいと思いますが、まず、案田委員から御報告をお願いできればと思います。 

 

○案田委員 

 サービス・流通連合の案田でございます。 

   私どもの産業別労働組合の中で、意識調査を 2006 年に行いました。これは隔年です

ので、今年も行っておりますけれども、まだ分析が終わっておりませんので、２年前

になりますけれども、御報告をしたいと思っております。 

   組織全体は 20 万の組織ですけれども、そのうちの３万 8,000 名の回答を得ていると

いうことでは、かなり大きな調査だろうなと思っています。今回の回答者で言うと、

百貨店の組合員の方が 57％、スーパーマーケットが 31％、それから、その他という構

成でございます。今回は子育ての年代であります 30 代を中心にピックアップして報告

をしたいと思っております。職場の実態を経験的に補足して報告したいと思います。3

0 代の女性というところがありますけれども、これはパートタイマーの回答が全体で 2

6％含まれておりますので、そこら辺も考えた上で分析しなければならないということ

もありますし、また、労働組合がある企業という範囲でございますので、その点も考

慮する必要があるかなと思っています。 

   １ページ目の下にあります➀の表についてであります。30 代女性について「働きや

すくない」理由を聞いております。働きやすさという設問に対しては、30 代の女性の

中で 16.3％が➂➃の「あまり働きやすくはない」「働きやすくない」と答えておりま

すけれども、理由について、右側に質問を移して聞いております。 

   「働きやすくはない」理由の中では「育児施設が十分でない」が「労働条件が整っ

ていない」よりも高い率でトップに来ております。これは３つ選ぶという形で出して

おりますけれども、合わせて 100％になるように修正した上での 20.9％ですから、こ

こに○をした人は５～６割いると考えておりますので、高い数字になっているという

ことであります。それから、同じく「➂男女の差別的取り扱いがある」とか「➃家族

の理解が得にくい」などもかなり高い率だということで見ていただく必要があるかな

と思っております。 
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   ２ページ目の２番目の表です。「労働時間や休日について、不満に思っていること

がありますか」ということですが、30 代の男性に限ってみると「１日の労働時間が長

い」。同じ年代の女性については「終業時間が遅い」というところが不満として差が

出て、分かれているということであります。 

   次の設問の中で、時間外労働が月「30 時間」までにばらついているというのが男性

でありますけれども、女性については「10 時間未満」に偏っているということであり

ます。これは、パートタイマーに女性が多いということもありますけれども、男性は

長時間労働が求められて、女性は短時間労働だけれども、家事・育児の時間帯に苦労

しているという様子がこれで伺えるのかなということであります。 

   先ほど１ページ目で申し上げた「男女の差別的取り扱い」とか「家族の理解が得に

くい」というようなことにもつながっているんではないだろうかということです。男

性が行おうとしても、保育所、幼稚園の朝の送りが中心になって、夕方の迎え、食事

のしたくなどは依然女性が役割を担っているのではないかということで、男女の違い

を是正していくことが課題かなと思っております。 

   ３ページの➃ですけれども、これは時間外労働の割増率の問題を考えました。「時

間外労働の主な理由は何ですか」ということで「仕事が間に合わないから」という回

答が男女とも半数を占めている。それ以外のところを見ても、やはり仕事上の理由だ

ということであります。よく割増率を高めると時間外が増えるというような意見が出

ていることもありましたけれども、収入のためにという意識は、私どもの範囲で見る

と、男女とも１％にすぎないということであります。 

   これは次の年休の設問でも同様であります。仕事量の問題が大きいということであ

ります。この年休の問題で言えば「職場の雰囲気で休暇が取りにくいから」がトップ

に立っている。これは、育休の取得などをしていく中でも、それが進まない要因につ

ながるのだろうなというように考えられると思います。 

   ４ページの➅はワーク・ライフ・バランスを聞いております。男性については、40

代までは「とれていない」が「とれている」を上回っている。女性について見ますと、

多少傾向値はいいわけですけれども、ここのところではパートタイマーが 50.6％とい

う割合が出ていますので、女性というくくりをしたときに、その影響がこの割合の違

いに多少出ているかなというように思います。 

   男性について見てみますと、管理される側の 20～40 代、管理する側の 50 代では傾

向が逆転しているということで、今後、意識改革という面で、子育ての世代と管理職

の世代というところ課題ということでは注目すべきではないかなと思います。 

   この設問の中で、今年の調査については今、分析途中なのですけれども、今年の聞

き方の中では「仕事にも生活にも適当に配分できている」という設問をしております

けれども、それと対比しますと、男性の 40 代以下では、06 年に比べて各年代で 10.2

～ 15.4 ポイント「とれている」という割合が実は下がっております。女性についても
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4.5～９ポイント下がっているということで、私どもの中でもう少し分析しながら、こ

このところについて悪化している状況は見ていきたいなと思っております。 

   そのうち、生活の方に偏っているということで、ワーク・ライフ・バランスの生活

の方の割合が多いという回答は、どの年代でも５％未満となっております。パートタ

イマーについては 7.3％ですけれども、基本的には仕事の方のバランスが荷重になっ

ているという回答が多いということであります。 

   次の５ページは、連合の「次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画に関

する取り組み状況調査」ということで、これも 06 年の調査であります。労働組合のあ

るところを対象に、301 人以上で「作られていない」が 13.1％ございます。この時期

は、厚労省が育成支援の中でほぼ 100％行われているという報告をした時期でありま

すけれども、職場にそのことが伝わっていない。労働組合に伝わっていませんので、

職場には伝わっていないだろうということで、ただの書き物になっていくケースが多

いのではないだろうかと思われます。労働組合がない企業は、更に社員への認知は進

んでいないのではないだろうかということです。先の通常国会に提出した改正法案で

は、従業員の周知が義務化されておりますけれども、行動計画の策定段階から、従業

員、あるいは労働組合の参加を促進する取組が必要ではないかと思っております。 

   先進的企業がある一方で、当然、企業による取組格差が実際に発生しているだろう

ということで、その実態的な取組の格差をどのように見えるように可視化していくか

ということをして、企業が競うということも重要ではないかと思っております。行動

計画を多くの企業に取り組ませたいという意図も理解できますけれども、もう一段の

工夫が必要ではないだろうかと思います。 

   時間が 10 分ほどということですので、中についての説明は以上でございますけれど

も、全体を通して言いたいこととしましては、実態的な対策としては、短期的な課題

として、女性の子育て支援を進めることが必要でありますけれども、その一方で、こ

のような社会を作ってしまうほど男女の役割分担が進んで、仕事と育児の両立が進む

けれども、それが女性に限られてしまうのではないかということで、男性の育児参加

が進まない。そして仕事上の男女格差が残るようなことにならないようにしなければ

ならないということであります。その意味では、これまでの少子化対策、両立支援か

ら、より広いグループ、とりわけ男性正社員も対象としたワーク・ライフ・バランス

という政策を広げたことの意味は大きいと思いますし、男女間のワーク・ライフ・バ

ランス格差を縮小していくために、企業風土の改革、男性の育休取得などを並行して

進めていく必要があることを感じております。 

   簡単ですが、以上です。 

 

○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。子育て支援を含めたワーク・ライフ・バランス支
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援の重要性を御指摘いただきました。 

   それでは、竹内委員から御報告をお願いいたします。 

 

○竹内委員 

 株式会社静岡第一テレビの竹内朱実と申します。小渕大臣とは同い年でして、同じ

く子育てをしながら仕事をしている一人です。どうぞよろしくお願いいたします。 

   本日は、添付させていただきました資料４と併せまして、事前にいただきました意

向調査の内容についてお話しさせていただきます。 

   今回添付させていただきました資料は、静岡第一テレビが中心となって実施してい

ます子育て支援キャンペーン「笑顔でギュッと パパママ応援団」のイベント会場に

て集計しましたアンケート結果です。 

   過去３回実施したうち、１回目は実際のイベントに関係するアンケートのみでした

ので、省きました。２回目は 2007 年３月に実施したもの、３回目は今年の３月に実施

したものです。 

   アンケート内容は、実際のイベントに関する感想に加えまして、その年に聞きたい

と思ったテーマに沿って作成しています。2007 年は育児に関する悩みとサポート、特

に夫に対するものをテーマにアンケートを取りました。今年は子どもの預け先と行政

や提供側に対する要望を集計しています。 

   会場には２日間で延べ３万人の来場者があります。そのうち、アンケートに実際に

答えてもらった数は、2007 年が 2,000 人強、2008 年が 3,000 人です。たった２日間で

２歳前後の子どもがいる世代にこれだけアンケートに回答してもらえるのは、イベン

ト会場ならではの強みだと思います。と同時に、回答してもらった方へはささやかな

謝礼をお渡ししています。アンケートがあっても、回収できなければ何の意味もあり

ません。最近の利用者は簡単には回答してくれませんので、回収率を上げるためにも

必要かもしれないと思います。 

   アンケート内容を見れば回答は一目瞭然ですので、参考までに御覧いただければと

思いますが、静岡県は平成 17 年度の国勢調査で３世代以上の同居率が愛知、埼玉に次

いで３番目に多い県という結果が出ました。祖父母との同居率が多く、いずれかの祖

父母が同じ市内に居住する割合が半分以上です。そのためか、２枚目の質問の２番を

御覧いただきたいと思いますが「子育て中、あなたが一番サポートしてほしい人はだ

れですか？」と「実際に一番サポートしてくれた人はだれですか？」という質問の回

答を見ていただきますと、一番サポートしてもらいたいのは「夫」なのに、実際、一

番サポートしてくれているのは「自分の両親」という結果が出ています。 

   また、それ以降の質問でも、理想と現実のギャップの設問が幾つか続きます。こう

いった理想と現実の違いを明らかにするアンケートは、本来、利用者が必要としてい

ることが何か、そして本当に欲しいサポートやサービスが実は得られていないという
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現実が浮き彫りになります。 

   また、質問の方法としまして、その後に続きます４ページの「夫の育児（家事）参

加」に関するアンケートでもそうなのですが、５－１のように、夫が「育児・家事に

協力してくれますか？」で終わらず、５－２や５－３のように、では、なぜ協力して

くれないのか、協力してもらうためにはどうしたらよいかという質問を投げかけてい

ます。 

   ただ、ここで重要なのは、なぜかと聞いて、自由に記入してもらうのではないとい

うことです。なぜかと聞いて自由に記入してもらわずに回答を選んでもらう方法を採

っていることに意味があります。これは、実際にさまざまな利用者から想定できる回

答をアンケート用紙に初めから記載しておくことによって、確実に回答が得られます。

空白に記入してもらう方法ではなかなか記入してもらえないです。あえて選んでもら

う方法を採れば、回答率はかなり上がります。 

   また、実際の回答を見ていただきますと、５－２の夫が協力しない理由の 45％近く

が仕事により「時間がない」ことがわかります。すなわち、実際にはワーク・ライフ

・バランスはまだまだ浸透していないことがはっきりわかります。 

   今年３月のアンケート内容につきましては、参考までに是非御覧いただきたいと思

います。ただ、静岡県は日本の縮図とされていまして、新商品が発売される前などに

はサンプル県としてよく名前が挙がります。ここで得たアンケートの結果がすべてで

はありませんけれども、利用者の生の声は確実に拾えていると思います。特に行政へ

の利用者の視点から見た要望なども多数ありますので、御覧いただければと思います。 

   さて、これを踏まえまして「少子化施策利用者意向調査の構築に向けた調査」を拝

見して、幾つか発言させていただきたいと思います。 

   まず、アンケート調査項目の考え方は既に指摘された項目がかなり広範囲で網羅さ

れている点ではよいかと思います。ただ、アンケート調査の内容がよくても、聞き方

が複雑であったり、単調であったりすると、どうしても答える利用者は回答を流して

しまいがちです。その点で、最初の質問などは、取組についての認知度を尋ねていま

すが、もう少しそれぞれの取組の例を出すべきではないかと思います。先ほどその内

容もお話しされていましたけれども、単にこうこう、こういう取組ではぴんとこない

利用者が大半です。 

   例えば、５番目の「子育てのために、職場の勤務形態を柔軟にするための取組」で

したら、時間短縮制度ですとかフレックスタイム制度といったように名称も出す方が

回答する利用者はわかりやすいかと思います。 

   この調査の目的は、利用者の実際の意識の感覚を把握するためということで、調査

対象者は利用者になります。そうなりますと、調査対象者の案として挙げられていま

す、子育てセグメントが末子、12 歳以下の子どもを持つ親という１つのくくりにまと

められていることに少し疑問を感じます。 
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   例えば、アンケートの７ページになりますけれども「『子育ての新たな支え合いと

連帯』について」の質問のところで特に感じるのですが、子どものいる方という大き

なくくりで尋ねています。子どもがいても、その子どもの年齢によって感じること、

また悩むこと、一番重きを置くことが本当にさまざまです。小学生の子どもがまだい

ない人にとっては、学童や放課後預かりのことなどは全く未知の世界ですし、回答で

きない場合がほとんどだと思います。もう少し年齢によって細分化した質問の仕方の

方が、より質の高い回答が得られるのではと思います。 

   アンケート調査の質問には、ところどころに「２～３年前に比べて」とあるのです

が、回答する利用者は２～３年前と今とでは全く生活環境が違ってくると思います。

つまり、２～３年前に独身で子どもがいなかった人が、結婚をして、子どももいたら、

がらっと生活が変わっています。２～３年前よりも今どうかというところだけを考え

ると思うのです。もしこのアンケートが継続的に同じ利用者に何年後とかに取ったも

のであれば比較のしようもあると思うのですが、今回初めてとなりますと、２～３年

前と比べるのは難しいかと思います。 

   また、このアンケート調査全体を通して感じることなのですが、もう一歩踏み込ん

だ質問が足りないような気がします。例えば、ファミリー・サポート・センターの質

問のところで、認知度、利用度を聞いた後に、達成度のところで、すべての質問が「満

足」か「満足していない」かを回答してもらう質問になっています。そこで「満足し

ていない」という回答だった場合、では、なぜ満足できないのかといった、もう一歩

踏み込んだ質問があれば、利用者は何を必要としているのか、何が利用しづらい原因

なのかを突き詰められて、提供側の改善点なども見出せるかと思います。 

   また、同じように、「『子育てのための安心・安全な環境』について」の達成度の

質問のところでも、安心して外出しやすいように環境が整備されていると思わない利

用者が、では、なぜそう思わないのかともし尋ねられた場合、もしかすると、近くに

公園がないからですとか、道の段差が多過ぎてベビーカーを押せないからなどといっ

た回答が出るかもしれません。そうすれば改善点が見つかるのではと思います。 

   また、これは少しずれてしまうかもしれないのですが、育児休業制度の質問のとこ

ろで、最後の２問に、育児休業制度の利用しやすさと取得後の職場復帰の質問があり

ます。個人的には、取得後に円滑に復帰するには、育児休業中の職場とのかかわり方

がとても大きいと思っています。企業によってさまざまなのですが、育児休業は１年

前後でしょうか。１年間職場を離れて子育てに没頭していますと、本当にさまざまな

ことを忘れてしまうのです。私は社員番号すら忘れてしまいました。したがいまして、

復帰初日は入社したてのようなドキドキ感があるのです。気持ちよく育児休暇を取ら

せてもらえたと思うためには、完全に忘れ去られてしまうのではなくて、会社から、

待っているよ、席はちゃんとあるよといった、育児休業中に何らかのやりとりがあれ

ば、復帰する際も安心できるのではないかと思います。そうすれば、復帰後の満足度
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も上がるのではないでしょうか。そのように行っている企業もたくさんあると思うの

ですが、育児休業中の職場とのかかわりも必要ではないかと思いますので、質問の中

に取り込んでみたらいいのではないかと思います。 

   最後になりますが、利用者の視点に立ったアンケート調査ですので、本音をどれだ

け聞き出せるかがとても重要だと思います。実際に制度は整っていても、取りづらい

環境や、取ることが心苦しいといった心の部分まで引き出せるようなアンケートにな

ってほしいと思います。そこがしっかり聞けていないと、どんなにいい制度があって

も、ないのと同じです。質問の中には「利用することが普通になっていますか」です

とか「安心して何々できますか」といった聞き方があります。回答する利用者がそこ

で一瞬でも躊躇して、普通になっていないですとか、安心してはできないと思ったの

なら、なぜそれができないのかを聞かなければ、真の部分は聞き出せないかと思いま

す。ひいては取組をどう改善していけばよいのかの手だても見出せないかと思います。 

   長くなりましたが、以上です。 

 

○佐藤座長 

 調査の仕方、内容についていろいろ御意見いただいて、ありがとうございます。そ

れについてはまた後で御議論したいと思います。 

   最後になりましたけれども、普光院委員から御報告をお願いします。 

 

○普光院委員 

 では、私の方から、保育園を考える親の会でやっております「95 都市保育力充実度

チェック」のことについて御報告させていただきたいと思います。 

   これは、今、中心話題となっております利用者から見た子育て支援施策の評価とい

う観点からしますと、ちょっと違っていて、それぞれの市町村と言いますか、この場

合は 95 の市と区がどのような子育て支援施策を行っているかというところを毎年調

査していますという御報告になります。 

   ただ、これらの調査項目は、それぞれ利用者が非常に自治体に対して関心を持って

いる調査項目であることと、この冊子ができた経緯がここに書いてあるのですけれど

も「刊行当初（2001 年）『発行に当たって』（抜粋）」の中段の方に、会員が集まっ

て保育園の評価制度について話し合ったとき、保育園がどんなに頑張ろうとしても、

自治体が予算を取ってくれなければ実行できない、自治体の施策を評価することも必

要ではないかという意見が出されまして、そういった意味で、自治体の子育て支援施

策をある程度数値や一覧で見ることができたらということで考え出されたものだとい

うことを是非御理解いただければと思っております。 

   具体的にどういったものかというのを、委員の皆様には冊子でお渡ししております

けれども、資料の方にも見本を付けていただいております。表紙がありまして「保育
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サービスの状況」という図がありまして「発行にあたって」ということで、そこに目

次がございますけれども、このように、保育料であるとか、待機児であるとか、障害

児保育、一時保育、入園選考など、いろいろな科目について、自治体にアンケート調

査をいたしまして回答していただいております。 

   自治体は、東京、千葉、神奈川の主要都市と政令指定都市です。勿論、全国的にで

きればいいんですけれども、それは私どもの会の予算ではとても無理でございますの

で、このような首都圏の中心都市について調査を実施しているということです。 

   めくっていただきまして「データ１ 保育料など」を見ますと、保育料が自治体ご

とに出ております。認可保育園の場合は所得に応じた負担になっておりますので、最

高額を３歳未満と３歳児と４歳以上児について、それぞれ答えていただいています。 

   その右にあります「中間額」というのが私どもの会独自で設けております視点で、

総務省平成 18 年度家計年報より、全国２人以上勤労世帯の平均所得税額から 19 万 9,

104 円の世帯所得税額を納めている第１子の保育料は幾らかということで、各自治体

に御回答いただいております。 

   最高額の３歳未満児だけで見ますと、例えば、23 区の渋谷区は最高額７万 400 円と

いうことで、頭１つ飛び出して非常に高いわけです。しかし、中間額を見ますと、３

歳未満児１万 3,700 円、３歳児 9,100 円、４歳以上児 9,000 円と、23 区の他の自治体

の半額になっている。ここに自治体の施策が非常に濃く出ておりまして、渋谷区は非

常に世帯所得に配慮して、特に中間層、私もこの層が非常に生活的に苦しいのではな

いかと思うわけなのですが、中間層に配慮した保育料設定をしているというような自

治体の施策も見られるわけです。 

   以下、非常に細かい字で書いておりますけれども、また後で見ていただきたいので

すが、それぞれの自治体のさまざまな利用料金であるとか、あるいは実施率であると

か、保育の種類ごとに御回答いただきまして掲載しております。 

   前に戻りまして、レイアウトが狂ってしまって「刊行当初（2001 年）の『発行にあ

たって』（抜粋）」の枠の中に入ってしまっておりますが、この冊子の「期待した効

果と結果」という文章があります。この冊子を発行するに当たって、勿論、利用者に

情報提供することが一番大きな目的だったのですが、更に自治体に、これを見て、い

い方向に動機づけをさせていただけるといいなという期待をしておりました。 

   まず「➀子育て世帯が居住する自治体を選択するための情報提供」ということで、

先ほどのように待機児や保育料、延長保育や受け入れ月齢などの状況は大まかに把握

できる。例えば、家賃が高くても、保育料がそれ以上に安いなどの判断もできる。た

だし、保育園の人員配置など、子どもにとっての質を把握しようとした試みは、情報

が複雑過ぎて十分にできなかったという反省をしております。 

   それから「➁自治体が、保育施策の充実により積極的に取り組んでもらうための動

機づけ」をできるのではないかということですが、例えば「入園選考に当たって私立
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保育園の園長の意向は反映されるか」というような質問を設けていて、最初のころは

イエスとノーが混じっていたのですが、皆さん、私立保育園の園長の意向を入園選考

で反映するのはよろしくないと、恐らく、この冊子で、ほかの自治体の様子を見て修

正されたと思うのですが、今ではほとんどがノーになっているというような状況もあ

りまして、よしあしはともかく横並びになる傾向があるということで、少しは動機づ

けができたのかなと思ったりしております。 

   それから「➂保育料や民営化など、保育施策の動向について、流れや課題を把握す

る」ということで、これは各方面から参考にされているかなと思っております。今で

は自治体の方からも、今度、保育料を改定するので、充実度チェックの最新版をより

早く欲しいというような御希望をいただいたりもしております。 

   このようなことをわざわざ御報告させていただくのは、今回の中心課題は利用者の

視点から見た少子化対策の成果ということだとは思うのですけれども、利用者自身か

らは、自治体の施策に対して、非常に強い関心がございます。つまり、住んでいる自

治体が動いてくれないとどうにもならないというような実態があります。 

   今、公立保育園の運営費の一般財源化がされて、小規模自治体の保育予算が非常に

苦しくなっているという事態が実は発生しておりまして、先日も会員の方から、ある

非常に小規模な自治体なのですが、そこで統廃合された結果、逆に待機児が発生しま

して、その結果、非常に保育室が過密になって、子どもの環境が悪くなっているとい

うような話が出てまいりました。子どもにとっての質という意味でも、ある程度、国

のスタンダードということは必要だなということも思っております。 

   また、今、よく大きな都市でやられておりますけれども、ある政令指定都市で自治

体独自の施策として放課後の全児童対策事業というようなことが行われていて、その

自治体としては、それが独自の施策だということで、国の放課後子どもプランですと

か、放課後健全育成事業のような、いわゆる放課後児童クラブのような、そちらの方

の事業は一切やらないということをお決めになった結果、社会福祉法人がやっている

放課後児童クラブが運営できなくなって、廃止される見通しになっているといったこ

とも起こっております。今、地方分権で地方自治体の独自の施策はいいのだ、いいの

だと言われているのですが、その独自性がかえってマイナスになって、利用者のニー

ズに合っていない。実は、その下で地域の人たちは、そうではないものが欲しいと思

っていても、自治体の施策で一律に切られてしまうというような現象もありまして、

そういう意味でも、私は自治体の方にも、施策に対しても、ある程度の評価であると

か、動機づけであるといったことを国の立場からもしていただきたいなと思っており

ます。充実チェックはまだ細かい点までは至っておりませんけれども、そういったこ

とも是非今回の評価の視野に入れていただけるとうれしいなと思いまして、御報告さ

せていただきました。 

   意識調査案につきましては、後ほどの発言のときに説明させていただきます。 
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○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。 

   それでは、最初に戻りまして、まず、利用者意向調査について、既に竹内委員を初

め、案田委員も、それぞれ御報告の中でコメントを出していただいていますが、調査

の基本的なフレームワーク、対象の選び方、調査の設計について御意見を伺って、今

日は、御質問についてみんなお答えいただくということではなくていいのかと思いま

すので、それぞれのお立場から、こういうことを組み込んだ方がいいのではないか、

こういうことが必要ではないかということを伺って、調査量も、説明については量も

ありますので、その中から、できるだけ趣旨に即して次の案を作っていただくという

ことができればと思います。 

   では、大矢委員。 

 

○大矢委員 

 先ほど皆さんがおっしゃっている調査の全体像のところはほぼ同意したいと思いま

す。特に満足しているのだったら、なぜかというところまで踏み込んだ質問を組み込

み、それが直接次の施策につながるような形にしていただきたい、これが１点目です。 

   その次は、前に点検・評価をしているときに、調査についてはすでにあるものを利

用し、また全体のものとリンクさせるという話が基本的にあったと思うのですけれど

も、せっかく後期次世代の手引のところでの評価というのも出ておりますので、そこ

とリンクできるような形で、データの調査項目と理由についても、重要なところはリ

ンクするようにしますと、企業が一緒にそこを指標にすることもできます。従って、

同時に調査の連携というところも考えていただけたと思います。 

   以上です。 

 

○佐藤座長 

 後半の話は、どちらがどちらに合わせるかは別として、ほかの調査と比較できるよ

うなということですね。企業がやるにしても、自治体がやるにしても、今回の全国調

査と比較できるようなことも考えたらということですね。 

 

○大矢委員 

 そうです。 

 

○佐藤座長 

 どうぞ、柏女委員。 
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○柏女委員 

 それでは、少し考えていることをお話させていただきたいのですけれども、今まで

御意見があったことについてはほぼ賛成をいたしますので、それは除いてということ

でさせていただきます。 

   まず、今回の調査については、今はアンケート調査だけの御案内がありましたけれ

ども、併せてインタビュー調査、ヒアリング調査も行われるということですので、全

体の構造をまずしっかりさせることが大事ではないかと思いました。つまり、アンケ

ート調査では何を把握するのか、ヒアリング調査の中で何を把握するのか。このヒア

リングのときに、グループインタビュー方式で利用者に聞くものと、事業者に聞いて

いくことも私は大事なのではないかと思っていますので、その制度設計を考えた方が

いいのではないかと思いました。 

 続いて、目指すべき社会を念頭に置いた評価ということが必要なのではないかと思

っています。例えば、先ほどから出ております子育て支援ということであれば、子育

てについての地域の中での支え合いとか、連帯とか、そうしたものが達成目標という

ことであれば、聞き方としても、例えば、ヒアリングの場合であれば、子育て支援セ

ンターは行政の方で事業評価をすると、何人来たとかになるわけですけれども、人数

が多いことが地域の支え合いが深まったということではなくて、むしろ少ない方が、

つまり、友達ができて、お互いの友達の間を行ったり来たりできるようになっている

というようなことから考えれば、子育て利用センターの利用者が少ない方が支え合い

の仕組みができているというようにとらえることもできるわけです。 

   そういうことであれば、何をもって評価指標とするかということについては、しっ

かりと考えなければいけないのではないかと思います。例えば、支え合いについても、

広場であれば、広場に地域の人たちがどれだけかかわっているかとか、そうしたこと

を聞いていかなければならないかなと思いました。これが２点目になります。 

   ３点目は、要保護児童関係です。虐待の問題とか、障害の問題とか、あるいは母子

家庭の要支援家庭ですが、こうした方々については、質問調査の中ではなかなか出て

こないし、例数が少ないので、細かく分析することはできませんので、グループイン

タビュー方式を活用して、少数者の意見というものをしっかりと拾い上げるべきでは

ないかと思いました。これについては、子どもの意見、例えば、児童館に集まってい

る子どもたちの意見を聞いていくということもあるかと思います。これが３点目です。 

 ４点目は、アンケート調査が５自治体で、しかも自治体のレベル、規模なども考え

るとすると、これは予算の関係があるのでしょうが、サンプル数が１万人でいいのだ

ろうかと思いました。 

   ５点目ですが、この調査が無作為抽出で選ぶということであれば、フレックスタイ

ム制とか、あるいはパートタイム労働とか、定義をはっきりさせておかないと、特に

若い人たちは、何を言っているのかわからないということになってしまうのではない
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かと思いました。 

   続いて言ってもよろしいでしょうか。少し長くなってしまって申し訳ないのですけ

れども、調査票の中身で、まず、調査票全体についてですけれども、意図はないので

しょうけれども、一定の家庭観というか、家庭像を前提に置いた聞き方になっている

ような気がしてならないのです。つまり、両親がいて、その両親が働いていて、正規

雇用になっていて子どもがいる、それを念頭に置きながらの設問になっているような

気がしてならない。これは感じなので申し訳ございませんが、そうでないということ

なのかもしれませんけれども、そんな気を持ちました。 

   続いて、２ページ以下なのですけれども、これは竹内委員からもありましたので、

私も同じ意見ですが、誰が答えるべきなのかということについて、全体を通して見る

と、すごくわかりにくくなっています。就労している人に対する設問なのに、就労し

ている人だけに聞いているわけではないといったようなことで、この辺は調査設計が

これから必要かなと思いました。 

   それから、調査票の４ページのところなのですけれども、例えば、問４の「再就職

等の促進」について、就労形態も問わないのであれば、パートでもいいのならば、果

たしてそれが再就職支援になるのかどうか。 

   それから、問５の「一日の労働時間は減っていますか」という設問は、非正規雇用

の人たちがこの設問を見たときに、どのような意識を持つのかとか、そうした点も少

し配慮が必要ではないかなと思いました。 

 それから、７ページの問２ですが、先ほどからファミリー・サポート・センターの

例が出ておりますけれども、ファミリー・サポート・センターも、効果があるかどう

かということは、預かってもらって助かったということではなく、子育ての新たな支

え合いと連帯という目標があるのであれば、このときに聞くべきことは、利用してい

るのと、それから、登録をしているかどうか。つまり、自分自身が利用する会員であ

ると同時に、預かってもいい会員だと、つまり両方会員の割合がどれだけいるかとか、

そういったことを聞いていかなければならないのではないかと思いました。 

   最後の 11 ページのフェイスシートのところですが、できれば近所、あるいは親族の

インフォーマルな支えがあるかないかということを基本に聞いて、それによって少し

クロスを考えてみるのもいいかなと思いました。 

   雑駁ですけれども、そんなことを感じました。 

 

○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。 

 大事な点をいろいろ御指摘いただいたのですが、これは基本的には年齢と未既婚と

子どもで切っているわけです。ですから、当然いろんな働き方の人がいるので、短時

間の人もいれば、自営業などで育児休業などはない人もいる。その辺はどう考えるか、
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整理していただくといいかなと思いました。 

   では、藤本委員。 

 

○藤本委員 

 まず全体的なことなのですけれども、何年か前に比較してという聞き方をする必要

はないのではないかなと思うのです。こういう制度がいつできましたとはっきり明記

して、どういう目標を持って、どういうふうに進んでいるということを示して、今、

あなたはそれを知っているかとか、利用したかとか、それに対してどういうふうに感

じているかという問いかけにする方がいいのではないかなと思っております。 

 

○佐藤座長 

 変化の点は竹内委員から御指摘あったのですけれども、当然、結婚する前とか、子

どもが生まれる前は知らないものがあります。ですから、もしかしたら、多くは今と

いうことでいいのかもわからないですね。それはちょっと工夫していただければと思

います。 

   普光院委員、どうぞ。 

 

○普光院委員 

 私の方は、細かいことまで全部書いてきてしまったのですが、この中から少しピッ

クアップしてお話をしたいと思います。 

   最初に「２～３年前」を「４～５年」くらいにした方がいいのではないかというの

は、２～３年前と言われてもというのがあったので、ある意味、皆さんと同じ疑問か

なと思います。 

   それから、全体に「利用度」「達成度」という仕分けがはっきりしないというのが、

ある意味、利用した段階で達成されているようなものもあるからだろうと思うのです

が、私にとっては「利用度」と「達成度」の区別がよくわからず、回答する方もちょ

っと戸惑うのではないかなと思いました。 

   それから、質問に応じて回答してもらう人を絞り込む聞き方をした方がいい場合、

そのことをわかりやすく表示する必要があるというのは、先ほど出たのと同じだと思

います。特に、だれを対象に、何を明らかにしたいのかということをまずはっきりさ

せた方がいいと思います。 

   例えば「Ⅱ若者の自立とたくましい子どもの育ち」についての問１の１、ジョブカ

フェや若年者試行雇用とか、こういうことは、これを利用する立場の方が限られた層

だと思うのです。だから、今回のアンケート全体の母数からこの利用率を求めても全

く意味がなくて、これを利用すべき人たちの中で本当に利用した人がどのぐらいいる

のかという、母数と回答との関係をちゃんとなるように設定すべきです。例えば、母
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数となるべき人たちの数をまず聞いて、その中で本当に利用した人は何人かという聞

き方をするとか、そういった工夫をしないと恐らく、わけがわからなくなってしまう

のではないかということです。 

   それから、その次に書いております問２の「子どもたちがさまざまな体験を持つこ

とができるような、社会体験活動が行われていると思いますか」という質問が非常に

わかりにくい。回答者の方が何を言われているのかわかりにくいのではないかという

ことは先ほど話にも出たことと同じだと思うのですが、例えば、この項目ですと、恐

らく勉強以外にさまざまな活動ができているかとか、そういったことが聞きたいので

はないかなと思いましたけれども、答える側がわかりやすい配慮が必要ではないかと

いうことです。 

   それから、私のレジュメをめくりまして「仕事と生活の両立支援と働き方の見直し

について」は、細かいことをいろいろ書いていますが、はしょりまして、一番申し上

げたかったのは、これはさまざまな方が回答するアンケートだということなので、最

初に全体にワーク・ライフ・バランスを聞いて、その次に子育て支援のいわゆる両立

ということを聞くというように、分けた方がいいのではないかということです。 

   全体のワーク・ライフ・バランスというのは必ずしも子育てだけではなくて、ここ

に書きましたように、「ライフ」は家庭での休息や家族とのかかわり、子育て、介護、

個人的な趣味や学び、知人との交流、地域活動、ボランティア活動など、さまざまな

ものが考えられると思います。こういったワーク・ライフ・バランスの「ライフ」を

広くとらえることによって初めて、子育て家庭だけではなくて、さまざまな人が自分

の個人生活を大切にするという考え方ができるわけで、そういったワーク・ライフ・

バランスの概念を広く設定するためにも、ここでは、こういった広い設問をあえて設

けて、ライフ、生活の部分の具体的なイメージをはっきりさせ、それに関して、個人

生活をちゃんと満足できるような労働時間の短縮の取組であるとか、休暇が取りやす

い制度であるとか、そういったことが達成されているかどうかという設問に持ってい

ってはどうかという提案です。 

   全体の人に聞いた次に、より具体的に、子育て中の人にとって、主に子育てと仕事

の両立という視点から見た制度の達成度であるとか、満足度といったことを聞いてい

った方がいいのではないかということがここに書いてありまして、設問についてもか

なり具体的に提案させていただきました。 

   それから、レジュメの３枚目の問２の４は非常に重要というのは、育児休業を取れ

ているかどうかという質問ですが「余りそうは思わない」「そう思わない」と答えた

人にその理由を尋ねてはどうかということで、これは先ほど竹内委員の方からも御指

摘ありましたように、ネガティブな答えがあったときに、その理由は何か、背景は何

かということを聞くことで、今後の施策の改善に役立てることができるのではないか

というようなことを、より具体的に、選択肢も考えて提案しております。 
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   最後に、レジュメの最後の５ページ目に行きますけれども、実は、保育料の負担感

を聞いてはどうかという提案をさせていただいております。と申しますのは、今、保

育制度について、かなりダイナミックな制度の検討が一方で進んでいると思うのです。

そのときに、私が非常に危惧しておりますのは、保育料負担が今よりも非常に高くな

ってしまいますと、これ以上子どもが産めないとか、２人目が産めないという方がか

なり増えてきてしまうのではないかということを心配しております。応能負担ですと

所得に応じた負担になりますので、先ほどの渋谷区の施策のように、所得の高い人に

は高い保育料を払っていただき、そうでもない方にはそれなりの保育料を払っていた

だくという微調整ができるのですが、一律の保育料になってしまいますと、相当に補

助しないと、みんなにとって払える保育料にはならないということになってしまって、

その辺を大変危惧しております。 

   勿論、みんな保育料は安い方がいいと言うに決まっているんですが、例えば、保育

所を増やすためなら、保育料を現在負担している額よりも高くしてもいいと思います

かというような聞き方によって、ある程度、負担感を聞き、そのときに同時に、現在

どれくらい負担しているのか、それは認可保育園の負担なのか、例えば、東京都で言

いますと、認証保育所のような一律料金のところの負担なのかみたいなこともわかる

ような聞き方をすることで、皆さんの、保育所がセーフティーネットとなり得る保育

料負担というものを見出せるのではないかということで、こういった設問を設けてい

ただくといいのではないかなと思いました。 

   以上です。 

 

○佐藤座長 

 ２ページのところを見ていただくと、今回の意向調査の枠組みは、少子化社会対策

大綱の４つの重点課題の中でということで、その中に 28 あるわけですけれども、全部

ではなくて、それを絞ってということになっています。 

   それと、めくっていただいて、４ページの重点戦略検討会議の点検・評価分科会で、

どういう視点で評価するかという枠組みを考慮しながら、５ページの認知度、利用度、

達成度という考え方が出てきているということなので、大枠を全く変えてしまうとい

うわけにはいかない。 

   勿論、28 の項目の中で、若者就労支援ということは落としてもいいということで落

とすというのはあるとは思うのです。ですから、ジョブカフェなどが入っているのは、

これがあるから入れているということになっています。大綱ができた後の重点戦略の

方で、先ほどの車の両輪というものとちょっとずれてきている面もあるので、今から

すると、もしかすると聞かなくていいということが入っている可能性もある。その辺、

どうするか、事務局の方で整理していただくことが必要かなと思っています。 

   どうぞ。 
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○矢島委員 

 今、佐藤先生おっしゃったように、この枠組みに関しては、これまでの議論をきち

んと踏まえられていると思うので、異論はありません。 

   ただ、ここから詰めていくに当たって、幾つか、この調査の使い方について、前提

を確認しておく必要があるかと思います。 

   １つは、この調査は、国の施策の評価をするということが前提で、自治体の施策の

評価が第１目的ではないということだと思います。自治体の施策の評価に関しては、

先ほど厚生労働省さんからありましたように、次世代の後期行動計画の中で独自に調

査して行われるということがまず前提としてある。今回、５自治体を選んで調査をさ

れるということなのですけれども、あくまでそれはモデルとしてデータを取るのです

けれども、その自治体間の比較が目的ではないということ。そのことを踏まえて、国

の施策の評価をするということを目的と考えたときに、この調査内容で大丈夫だろう

かというのを確認する必要があると思います。 

   自治体の後期行動計画に関しては、現時点で１回調査をして、後期行動計画が終わ

ったときにまた調査をすると、その評価ができるという枠組みで作っているわけです。

では、国の場合は、これまでの取組を評価するために今回これをやるのだろうか、そ

れとも今後の取組のために今回やって、また数年後にやるということを前提とした調

査なのだろうかということが大きく問題になるのだと思います。これまでの大綱の取

組の評価をしたいというお気持ちはどうしてもあると思うので、そのことが過去２～

３年について聞くという形式になって出てきているのだと思います。その気持ちはと

てもわかるので、そうしてやるというのも一案だと思います。ただ、そこを今回無理

をしないで、現時点を聞いて、そこでわかる範囲で評価しておいて、数年後、もう一

時点取るというのも、もう一つの考え方ではないかなと思いますので、やはりこれも

使い方の問題ではないかなと思います。 

   それから、この評価に関して言いますと、個別事業の進捗と、それによって社会環

境がきちんと目的に沿って変化しているのかどうかということの２つを評価しなけれ

ばいけないと思うのです。事業が進捗しているかどうかということは、あえてこのア

ンケートで取らなくても、実際の個別事業、国全体としての保育所の増え方とか、い

ろいろな施策の進み方というのはデータとして一応取れますし、自治体の方でも一応

取れる。この中でも実際の利用度を聞いているわけですけれども、そういう形で個別

事業の進捗を利用者ベースで把握するというのも確かにあっていいと思います。 

   ただ、事業の進捗ということと、それによって社会が本当に目的に沿って変わって

いますかという質問がかなり混在しているので、それを仕分けして、社会環境が変わ

っていますかというところは、このアンケートでしか取れないので、個々の分野につ

いて、それがきちんと把握できているのか、事業の進捗と、それを照らし合わせるこ
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とがそれぞれの分野できちんとできているのだろうかということを確認しながら詰め

る必要があると思います。 

   特に気になるのが、あなたの職場がこうなっていますかという聞き方をしているも

のが結構あって、それを国の施策と結びつけるときにどのように考えるかというのを

少し整理しておく必要があると思います。職場のことについて、こういう企業では進

んでいるけれども、こういう企業では進んでいないので、今後、国の取組で何か方向

性を出したいのであれば、その人が勤めている企業について、民間か公務員かという

のはありますけれども、例えば、企業規模みたいなものもフェーズに入れておく必要

があるかもしれません。 

   あと、もう１点だけ、問５で子育ての経済的負担について聞いているのですけれど

も、経済的負担というのが問３のように、児童手当か育児支援のサービスか、どちら

かみたいに聞かれているのはちょっと問題かなと思います。子育ての負担の軽減とい

うことに関して言うと、やはり共働きになって収入が増えるということの効果が児童

手当よりも大きいということと、あと、教育費などがかからなくなるという意味での

効果、そういう取組もあるので、児童手当か育児支援のサービスかという聞き方は非

常に危険ではないかなと思います。 

   以上です。 

 

○佐藤座長 

 すべて大綱の枠組みを評価するということで国の政策等があるのですが、次の施策

ということになると、実は、そこに載っていなくても、今度は重点戦略の方を見て入

れ込んでおいた方がいいのもあるかもしれない。 

   それと、もう一つは、今あったような企業の取組のところはちょっと工夫が必要で、

例えば、育児休業取得しにくい状況、それは大事なのですけれども、ほかの調査も結

構あるので、ここで入れる必要はないのかもしれない。例えば、次世代法、行動計画

を作っているのを知っているかどうか、作っているかどうかといった方が、国の政策

としては大事かもわからないです。そういうことの効果ということであれば、その辺、

工夫していただくといいかもしれないです。 

   森委員。 

 

○森委員 

 いわゆる意識調査というのは、PDCA のサイクルをどのようにこれからはっきり回し

ていくかということが根本になければ、ただアンケートを取っただけで終わりになっ

てしまう。これを裏返せば、先ほど赤塚様の方からお話ございましたように、私ども

の次の計画、これも前期の計画があって次の計画というのは、そこに PDCA というもの

がなければ意味がないわけで、介護保険の事業計画以来ですけれども、私ども自治体
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は数値目標を明確に示さなければいけない。それをどのように私どもは施策としてや

ってきたか。当面これは国、あるいは県との施策の連動もありますけれども、そうい

うことを常に住民の皆様方に情報開示を含めてやっていかなければいけない、今、こ

ういう立場だということから言ったら、私どもにとっては、次の計画もそういうよう

な視点、ということは、今回のこの意識調査の方向性というのは、何を明確にメッセ

ージとして発するかということと同時に、例えば、国としては、これからの政策を立

てていく、あるいは予算ということも含めて、どういう考え方でやっていかなければ

いけないかを皆様方にアンケートするとなると、私どもからすると大変細かいなと思

う。しかし、戦略会議を含めて、これだけはどうしてもやらなければいけないという

ものだけを明確にしていただいて、しかし、それも、いわゆるシンプルな聞き方にし

ていただかないと、これだけのアンケートに答えていただく方というのは、大変な負

担感を持たれたら、逆に言うと、ある面ではそれは効果が出てこないのではないかと、

そういう危惧を正直持ちました。 

 

○佐藤座長 

 奥山委員。 

 

○奥山委員 

 今、矢島委員に整理してもらって、やっと頭の中がすっきりしたという感じがしま

した。国ですべきアンケートの内容と、今、まさにやろうとしている、各自治体がや

っていく次世代の後期行動計画に向けてのアンケート、この辺の関連性を明確にして

いった方がいいということを非常に感じました。目標として、皆さんおっしゃってい

た子育て支援の目指すべき姿を重点戦略会議でも明らかにしたわけですから、それに

向けて事業がどんなふうに進んでいかなくてはいけないのか、その辺りをきちんと位

置づけを明確にした上でアンケートを整理していった方がいいのではないかと思いま

した。 

   以上です。 

 

○佐藤座長 

 それでは、この調査の目的をもうちょっと考えて整理し直していただくということ

と、あと、ちょっと気になったのは、少子化社会対策大綱では余り出てこなかったの

ですけれども、重点戦略の方は、出産・子育てだけではなく、結婚に関する希望の実

現というのもある。大綱のときはなかったのだけれども、重点戦略で出てきている。

ですから、そういうのが全然なくていいのかどうか。点検・評価のときには入ってい

るわけです。ですから、大綱のときはなかったのだけれども、その後に出てきた議論

で、次の政策のときにはかなり重視しなければいけない問題があるとすると、現状の
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評価なり、ニーズとしては聞いておく必要があるのかもしれない。ですから、その辺

は整理していただければと思います。 

   それでは、だんだん時間が少なくなってきたのですが、もう一つ、今度は、先ほど

何度も出ました自治体が次の行動計画を作るときのための後期行動計画策定に当たっ

ての調査なり、さっきのサイクルの回し方についての案です。これについては御質問

もあるかと思うのですが、もうちょっと説明してほしいということがあれば先に伺っ

て御意見というようにしたいと思いますが、いかがですか。あるいは併せてでも結構

です。森さんは、後期行動計画策定の手引の方については、いかがですか。 

 

○森委員 

 これは、前回と比較対照するということからいくと、同じでないと、経過の中でど

ういうふうになってきたかということを明確にしていかないと、変わってしまったら、

指標がなくなってしまいますので、そういう点ではいいと思います。 

 

○佐藤座長 

 これまでの評価は、次の行動計画を作るためのニーズなりを測定するというような、

両方の枠組みになっているのですけれども、奥山さん、今日、横浜でということで、

何かあれば。 

 

○奥山委員 

 横浜の場合は、未就学児童の保護者だけではなくて、小学生本人、小学生保護者、

中高生、一般の市民ということで、５種類のアンケートをやるのです。この５種類の

アンケート、今日、全部、みんなで意見出しをして、訂正を加えています。今、国の

方のプランと横浜のものを照らし合わせたりして、自治体としての意図みたいなもの

があるのだなということで、まだきちんと見てはいないのですけれども、これをひな

型にして、自治体独自に、我が自治体では何をどうしたいのかというのが見える設計

をしていくというのがいいのではないかということを感じました。 

   ただ、非常にアンケート数が多いです。なので、今日の委員会でも、全然レベルの

違う話ですけれども、多分、子どもが寝静まってからアンケートを書くだろうから、

アンケートに対しての謝意もきちんと入れた方がいいとか、言葉遣いを上から目線で

はなくて、書き方に注意した方がいいとか、そんな意見も出ておりました。これをや

って、更に、後期プランが終わった後にもう一回評価をすることでその推移が見える

ということで、非常に期待しているアンケートです。 

 

○佐藤座長 

 前回と比べて多少違うのは、各自治体で基本的にニーズを調べなければいけないの
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と、自治体独自にやっているものを選べるような形にした。それは１つは、基礎自治

体と都道府県で相当違いますので、両方が対応できるようなニーズ調査にしてほしい

ということで検討していただいているのだと思います。 

   そうすると、これについてはよろしいですか。今日は、特に前半の、国のこれから

の政策を進める上で、これまでの政策をきちっと評価していくということで、利用者

の意向調査をするということですが、これについては非常に大事な論点を出していた

だきましたので、それを整理していただいて、調査の仕組みなり内容を再検討してい

ただければと思います。 

   意向調査について、事務局の方から、もしお答えしておいた方がよければどうぞ。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 いろいろ御意見ありがとうございました。我々も、どういう設問をしようか非常に

悩んで、作ってみないとイメージが湧かないだろうということで、とりあえず作って

みようということでやってみたわけですけれども、いろいろ勉強させていただきまし

た。欲張って総花的になり過ぎて、輪郭がぼやけてしまったなというのは反省してお

りますし、皆さんの御意見を聞いて、もう少し太い柱を絞って、そこを深く掘り下げ

て、ちょっとでも本音が伺えるような、そんな設問が工夫できたらと思います。また、

国の評価だという辺りも少し意識をしたいと思います。いろんな要素がごっちゃにな

ってしまって、かえって性格がわかりにくくなってしまったかなという辺り、もう一

度考えてみたいと思います。 

   また、過去の２～３年なり４～５年前と比べてというのは、おっしゃるとおり、答

える側の状況も変わっていきますので、確かになかなか難しい面があるのかなと思い

ます。ですから、現時点を基本として聞く。将来も同じような調査を使えるような、

基礎的な枠組みを今、しっかり作っておく。今までのフォローアップというのは、保

育所が幾つできた、定員が何人増えた、そういうことしかやってこなかったので、こ

ういう利用者の視点からの、意識の面からの点検・評価というのは、ある意味では取

りかかったばかりですので、今、そういう枠組みをしっかり作って、次の点検のとき

に今回のものと比較して、うまく使えるようなものになればいいなと思っています。 

   今日はありがとうございました。 

 

○佐藤座長 

 本日の会合は、少子化社会対策推進点検・評価検討会議と同時に、関係府省連絡会

議との合同会議ということですので、少子化施策利用者意向調査の構築に向けた調査

なり、後期行動計画策定の手引きについて、関係の方で御意見があれば伺いますが、

いかがでしょうか。特にいいですか。 

   それでは、この辺で本日の議論は終わらせていただければと思います。 
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   最後に、事務連絡で、今後どういう手順になるかということもあれば御連絡いただ

ければと思います。 

 

○川又内閣府少子化対策参事官 

 次回以降の日程につきましては、後日改めて調整をさせていただきたいと思います。 

   また、来年、少子化社会対策大綱、子ども・子育て応援プランの見直しということ

で、そちらに向けて、どういう体制、どういう見直しをしていくか、体制づくりも今、

こういう政治状況の中ではございますけれども、早く検討しなければいけないと思っ

ていますので、その中で、この点検・評価というのも重要な要素になってきますので、

また皆さんのお知恵もいただくようにしたいと思います。 

   今日はどうもありがとうございました。 

 

○佐藤座長 

 少子化施策利用者意向調査の構築に向けた調査をやる前に、一応、皆さんに見てい

ただいて、それが生かせるかどうかは別ですけれども、いろんな人に調査を見ていた

だいたらいいと思いますので、よろしくお願いします。 

   本日の会議はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 


