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第２回 結婚の希望を叶える環境整備に向けた 

企業・団体等の取組に関する検討会議事録 

 

日 時：平成28年11月７日（月）16:00～18:00 

               場 所：中央合同庁舎第４号館４階共用第２特別会議室 

 

○佐藤座長 それでは、ただいまから「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体

等の取組に関する検討会」の第２回の会議を始めさせていただきます。 

 本日は、渥美委員と三輪委員が御欠席です。 

 また、サイボウズ株式会社社長室フェローの野水様から、ヒアリングをするということ

で、御意見をいただいています。ありがとうございます。 

 加藤大臣は、他の公務のため、16時半ごろには、こちらに出席されるということで、伺

っております。 

 今回は、尾﨑委員、新居委員、先ほど御紹介しました、サイボウズの野水様、内藤委員

より、御報告いただいて、それぞれ議論させていただきたいと思います。 

 最後に、前回のまとめは、後で御説明いただきますけれども、きょうの報告を踏まえて、

まとめて少し議論するような時間をとりたいと思いますので、途中の質疑は、10分ずつぐ

らいでやって、最後の時間を確保できればと思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、議題に入る前に、事務局より、資料の確認をお願いしたいと思います。 

 この後で議論しますが。説明いただきますのは、前回の検討会において、皆さんに御用

意いただきました事項について、事務局がまとめたものもありますので、あわせてそれも

御説明いただきます。よろしくお願いします。 

○角田参事官 まず配付資料について、確認いたします。 

 議事次第の次の２枚目の配付資料一覧を御覧いただきまして、資料１から資料７までと、

参考資料としまして、第１回の前回の検討会の議事要旨をおつけしております。 

 また、お手元に紙ファイルで、閲覧用資料も御用意しております。 

 もし漏れなどがありましたら、事務局にお申しつけいただければと思います。よろしい

でしょうか。 

 また、続けて資料１、資料２の御説明に移りたいと思います。資料１は縦紙、資料２は

横紙になっておりますが、両方あわせて見ていただければと思います。 

 第１回の会議のときに、検討の論点ということで、４点挙げさせていただきまして、前

回の検討会における主な意見というものを、資料１につけ加えさせていただいております。 

 例えば仕事以外にも、若者同士が話をする機会をふやすことが必要ではないかですとか、

入社２～３年時に、研修期間を置くなど、ワーク・ライス・バランスを確保しやすくする

といった間接的な環境づくりもいいのではないか。任意の集まりの中での取組のほうがう
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まくいくのではないかといった御意見ですとか、ライフプランの必要性ですとか、ライフ

プランについては、ふれあい体験を通して、学ぶことが重要ではないかといった御意見な

どをいただいておりますので、そういったものを反映させております。 

 資料２を見ていただきますと、資料２にも、前回は、求められる支援等というピンクの

部分ですけれども、そこに国や自治体の取組例を書かせていただいておりましたが、今回

は、企業・団体・大学等の取組例ということで、自主的に取り組んでいただく例として、

どういったものが考えられるのかという観点で、並べさせていただいております。 

 本日は、サイボウズからも発表がございますし、新居委員からも、体験を通して学ぶ機

会について、御説明いただければと思っております。 

 資料１に戻っていただきまして、資料１の２枚目でございますけれども、取り組むに当

たって、留意すべき点ということで、前回いただいた御意見としては、裁判例などもあり

ますので、法学の観点からも留意すべき点があるのではないか。 

 また、３つ目の論点ですが、企業・団体・大学などが取り組みやすくなるような機運の

醸成はどう進めるべきかという点につきましては、結婚の段階についても、民間の取組を

バックアップする制度が必要ではないかといった御意見をいただいております。 

 そういった点を資料２の２枚目にも書かせていただいておりまして、本日、高知県から

もプレゼンをいただきますし、内藤委員からも、プライバシー問題が心配であるといった

点について、プレゼンをいただけるものと思っております。 

 前回からの御意見を簡単に資料１、資料２にまとめさせていただいたということでござ

います。 

 以上です。 

○佐藤座長 先ほども御説明しましたように、資料１は、前回の皆様の意向をできるだけ

広く、しかし、全部は議事録がありますので、ポイントをまとめていただいたもので、そ

れを少し整理したものが資料２ということで、これについては、まだここを追加したいと

か、ここは私の意見だけれども、趣旨が違うというところもあるかもわかりませんので、

それは後で議論の時間に伺えればと思います。 

 きょう、御欠席の渥美委員からも資料が出ていますが、それもそのときに、事務局から

御説明いただくとしたいと思います。 

 それでは、議題に入らせていただきたいと思います。 

 最初に、尾﨑委員から、プレゼンをいただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○尾﨑委員 それでは、資料３－１、資料３－２を使わせていただきまして、御説明をさ

せていただきます。 

 高知県としての結婚支援の取組についてということであります。 

 始めに、まず資料３－１の１ページを御覧いただきたいと思いますが、高知県の少子化

の現状ということでございます。 
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 左上の図にございますように、高知は、全体としての人口が減っていっているわけであ

りますが、特に０歳から14歳割合というものが、大体10％プラスぐらいの段階まで減って

いく。他方で、65歳以上の人口割合というものは、40％近くに迫ってきているという状況

です。 

 高知は、人口が自然減状態となったものが、1990年代の初頭ぐらいからでありまして、

全国で一番早い県であります。高度成長期に大量に若者が出ていった。そのあおりで、団

塊ジュニアの数が少なくて、そういうこともありまして、人口ピラミッドが、非常に上に

固まった形で推移してきている県でございます。 

 そういう中、現在、生涯未婚率の推移などを見ていただきましても、こういう形で、高

知の場合、全国とほぼパラレルですが、それよりもやや上回る形で、生涯未婚率は、2010

年段階、高知は22.13％、女性も12.40％という状況です。 

 出生率について、近年、ささやかに上昇傾向にはなってきてはいますが、引き続き右上

のように低減し、そして、初婚年齢、第一子出産年齢等を見ましても、上昇傾向にあると

いう状況でございます。 

 ２ページを御覧いただきたいと思いますが、そういう中で、私どもとして、トータルで、

こういう形で仕事をしていかなければいけないと考えています。 

 この上に、若者の定着・増加掛ける出生率の向上イコール人口の増加と書いてあります

けれども、この人口の減少問題に対処していくために、非常に大事なこととしては、若者

の定着・増加を図る仕事とともに、出生率の向上を図る仕事、両方をやっていかなければ

ならないということです。 

 この若者の定着・増加を図っていくためには、雇用を創出し、移住を促進し、さらに出

生率の向上を図るために、特に高知などでも、出生率の高い傾向にある中山間地域におい

ての若者増加を図るような仕事、このＡとＢの仕事を特に中山間地域でもしっかり講じて、

平均値を上げ、その上で、いわゆる狭義の少子化対策でありますところの結婚、妊娠、出

産、子育ての希望を叶えるための施策を講じる。 

 全体として、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの循環を回していくような仕事に取り組んでいこうという

ことで、努力をしているということです。 

 人口減少下において、生産年齢人口の減少に伴って、いろいろな生産量が合わさって、

それ以上に縮むという、いわば縮む経済というものを経験してきました。現在、地産外消

ということで、地産地消のみならず、地に産したものを生かして、外に商うという取組を

一生懸命進めておりまして、今、何とか生産年齢人口の減少の中においても、どちらかと

いうと、経済規模拡大傾向にあるという状況になってきてはおりますが、まだまだ出生率

の上昇及び社会増減のプラス方向への転換という形までには至らずという状況で、努力を

続けている状況であります。 

 そういう中で、Ｄの部分、いわゆる少子化対策の取組について、少子化対策推進県民会

議というものを設けて、結婚支援部会、子育て支援部会、ワーク・ライフ・バランス推進
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部会、広報啓発部会という形で、全部でさまざま33団体及び有識者２名の方に入っていた

だいて、オール高知県体制で、この取組を進めようとしているところです。 

 そういう中で、結婚支援の取組と成果について、特にポイントを絞って、現在までの状

況を御説明しますと、３ページを御覧いただきたいと思いますが、先ほど生涯未婚率が上

昇していることと、第一子の出産年齢が上昇してきていることについて、お話をしました。 

 中山間地域などにおいて、出会いの機会がないということが非常に深刻な大きな問題に

なっています。人口の絶対数が少ないものですから、それが影響しているということで、

なかなか出会いの機会がないのだという場合が多いということであります。 

 そういう状況も鑑みまして、市町村、さらには民間企業の皆様、県主催などで、さまざ

まな出会いの機会を構築するための仕事をしてまいりました。 

 例えば出会いの機会の拡大・強化と書いてあるところの最初の棒、これは市町村、民間

企業が行っているイベントでありますが、このイベント数について、平成23年ぐらいから

スタートしましたが、近年、だんだん関心が高まってきて、平成26年から平成27年にかけ

て、大幅にイベントの件数等が増加をしてきているという状況にあります。 

 イベントについて、県が行う取組として、複数企業間が自社従業員等向けに、合同で開

催する場合に助成するという制度も、別途設けています。 

 上については、民間企業についてですが、民間企業のイベントの情報について、私ども

のホームページで広報啓発するとともに、一部経費の助成をする、そういう応援をしてま

いりました。 

 下については、複数企業間の自社従業員等に向け、合同で開催する場合に助成をすると

いう制度も設けてきました。これは、自社の従業員等向けに、合同で開催する場合に助成

するという制度も設けているわけです。ただ、見ていただくと、上の件数が115件ぐらいに

なっているものに対して、下が17件ぐらいにとどまっているということが見ていただける

と思います。ここの点については、重要なポイントだと思っていますので、後でまとめて

御説明をします。 

 さらには出会いのきっかけ交流会の開催、これは、県の主催のものでありますが、毎年、

募集人員がふえてきておりまして、大体応募倍率が定員の2.4倍ぐらいに推移してきていま

す。 

 ４ページを御覧いただきたいと思いますが、こちらは、いわゆる婚活サポーターの皆様

にお願いしております。要はお世話やきをしていただく方々です。こういう方々を現在63

名ぐらいの方にお願いをしておりまして、これまでのお引き合わせの件数は、累計で平成

22年以降は3,064組、交際件数は837組ということです。 

 さらにはことしの４月からは、マッチングシステムをつくりました。こちらによりまし

て、４月からなのですけれども、既に会員数は671会員、お引き合わせ成立数は240組、カ

ップル数が94組で、成婚数が３組ということであります。今まで取り組んだ中で、一番効

果があるという感じでございます。こういう機会などをつくっています。 
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 そのほかに、独身者に対するきめ細やかな支援をしようではないかということで、セミ

ナーの開催でありますとか、さらには高知家の出会い・結婚・子育て応援コーナーを設置

して、さまざまなお悩みに相談対応するという取組をしているところでございます。 

 結構相談があるのです。相談件数は、平成26年７月に開催して以降でありますが、大体

２年ちょっとで1,600件くらい相談があって、一番多いのは、出会いと結婚についての御相

談です。県でいろいろやっているらしいけれども、どういうところで、どういうふうにや

っているのでしょうかとか、例えばそういう御相談があって、我々の取組を御紹介すると

いうことです。 

 前回も申し上げましたが、こういう取組をしていく中において、民間において、もう一

段出会い・結婚・子育てを応援しようという機運が盛り上がっていくということが、極め

て大事だと考えておりまして、これは５ページに書いてあるところでありますけれども、

ことしの３月に、高知家の出会い・結婚・子育て応援団制度というものを設けますという

ことで、皆様方にこの登録をお願いしてまいりました。 

 これは、いろんな形での応援をしていただくやり方があると思っていますが、ぜひこれ

に皆さん参加していただきたいということで呼びかけまして、10月末現在で、応援団の登

録数が217団体になっておりますので、結構県的には、広がりを持ってきていると、そのよ

うに考えているところです。 

 下にありますように、官民協働で応援団と取り組んでいる内容と書いてあります。毎月、

私どもから、応援団の企業様に対して、応援団通信というものを発行させていただいてお

るのです。この応援団通信を発行させていただいていて、その中で、毎月１つのテーマに

ついて、取組のお願いをしているという状況でございます。 

 ６ページを御覧いただきたいと思いますが、ここで、私どもは、いろいろ四苦八苦をし

たわけでございますが、左側にあります、４月の段階で、私どもがお願いをしようとして、

応援団通信として、各企業さんに送付させていただいたものが、左側のものです。 

 これを見ていただきますと、非常に中身が詳しいわけです。今月の活動テーマと真ん中

にピンクで書いてあるところがありますけれども、独身者の結婚支援情報の関心度合など

を聞いてみましょう、特に新入社員の皆さんに声をかけてみましょうと書いてあります。 

 この実施率は35.9％ということでした。実際にこれについて、その後、いろいろ御意見

を聞いてみたりしたときに、なかなかこういうことはしにくいですという、そういう御意

見が非常に多かったわけです。先ほども申し上げましたが、自社向け、自社の社員さん向

けにこの結婚支援の取り組んでいくことは、なかなか難しい側面があるということを感じ

たところでありました。 

 そういうことで、途中から、私どもとして、お願いする内容を随分ぐっと軽いものに変

えました。右側に７月と書いてありますけれども、７月にお願いしたことは何かといいま

すと、４月にマッチングシステムを立ち上げました。このマッチングシステムは、過去の

ごとく、一定の御好評をいただいているところです。自社の社員の皆様に、このマッチン
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グシステムがあるということをぜひ御紹介ください。そのためのポスターも同封しますの

で、これを見やすいところに貼っていただいて、カードなどもとりやすいところに置いて

いただけませんかという、そういうようなことをお願いしたということです。 

 こうなりますと、上の取組率と書いてありますが、これも一挙に73.7％ということで、

非常に多くの企業の皆さんで取り組んでいただくようになったということでございます。 

 ７ページを御覧いただきたいと思いますが、これは、先日にも御説明申し上げた資料で

ございますけれども、企業・団体が行う結婚支援の取組についてであります。７ページの

資料は、全国知事会の提言資料そのもので、前回、御説明したものを抜粋したものであり

ます。 

 左側のＹ軸でありますが、民間の取組への支援と地方自治体の取組への支援、Ｘ軸が、

結婚・妊娠・出産・子育て、ライフステージごとに分けられているわけでありますが、御

覧いただきますと、地方自治体向けの取組は、それこそ私がさまざまな出会いの機会づく

りなどについて、助成をしたり、自らも主催もしたり、事務システムを設けたりと申し上

げましたように、結婚から妊娠、出産、子育て、ほぼ全体をカバーできるような制度が整

ってきて、これを国もバックアップをいただいているという状況にあります。 

 他方、民間の取組への支援ということについて、国の制度としては、くるみんとか、プ

ラチナくるみんとか、えるぼしなど、こういうものがありますけれども、基本的には、妊

娠・出産・子育て期に対応している。この結婚段階において、企業さんの取組などについ

て、応援する仕組みということについて、例えば少なくとも認定制度もないという状況に

なっているわけであります。 

 自治体として、私どもが先ほど申し上げたような形で、民間の皆様に応援団になってい

ただいて、取組をしていただこうとすると、大体４分の３ぐらいの企業さんは、こうして

いただいて、いろいろ取組をいただいていこうとしているところです。 

 ぜひこういう民間の皆様方の取組、多分全国的にも、こういう形で多くの皆様に取り組

んでいただけるのではないかと思いますが、こういう取組について、しっかり認証して、

ある意味それを奨励するような、それに伴って、何らかのメリット、あるいはそういう仕

組みというものを検討していただきたいものだと考えています。 

 ただ、８ページを御覧いただきたいと思いますが、私が前回、最後の有田委員から御質

問を受けて、それに対してお答えしたことでもありますけれども、企業・団体等と協働し

た結婚支援の取組については、できる限り取組やすいようなお取組、これを応援させてい

ただくような制度をつくるように考えていくべきではないかと、そのように思っています。 

 ８ページ、このＹ軸に当たりますのが、取組を自社従業員向けに行うか、地域の独身者

向けに行うかという事業で分けています。 

 Ｘ軸は、「Heavy」と「Light」と書いてありますけれども、比較的重厚な取組を行うか、

比較的軽い取組を行うかという形で、分けさせていただいています。 

 自社従業員向けの比較的「Heavy」な取組として、典型的なのが、上司や同僚によるお見
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合い相手の紹介と書いています。昔は、この活動が非常に多かったわけであります。 

 さらには自社の従業員向けの出会い交流会の開催の取組をするという取組などもあると

思います。 

 この下のピンクではなくて、灰色で囲んであるのが、高知県に関連して取り組んできた

ことなのでありますが、複数の企業等による出会い交流会の助成、イベント数４件と書い

てあります。イベント数は少ないのです。こちらの系統については、実際の実施件数とい

うのは、高知の経験からしても、非常に回数としては少なかった。やはりやりにくいとい

う感じをすごく受けているところです。 

 そういう中で、もう少し軽く、自社従業員向けで、行政と連携した結婚支援、企業内で

の婚活サポーターの配置とか、自社従業員向けの出会い交流会の開催でありますとか、従

業員だけの会社の中だけでやるとかということであれば、もう少し軽い形でできるのでは

ないか、そういうことも考えていこうと思います。 

 さらにもっと右にいっていただきますと、婚活講座、ライフプランセミナーの開催とか、

さらには外部に結婚相談員を配置するとか、出会いの機会も兼ねた社会での研修制度等を

創設するとか、結婚そのものというよりも、研修制度があって、そういう出会いの機会に

もなるような、そういう機会を設けるという形で、対応していくというもう少し一段軽い

やり方もあるかもしれないということであります。 

 さらには自社従業員向けにも、独身者への結婚支援の取組の情報提供を行っていただく

だけと、そういうやり方もあるかもしれません。 

 一番右側の取組について、先ほど７月と書いたところで、御紹介いたしましたような形

で、おおむねの企業さんは、こういう取組であれば、大体４分の３の方が対応していただ

いたということがわかってきているところであります。 

 そして、この下の地域の独身者向け、すなわち自社ではなくて、自分の会社の外、いわ

ゆる一般の県民の皆様向けのイベントについてです。ここに、出会い交流会の開催と書い

てあります。これは、ものすごく実施件数が多いのです。高知のイベント数が84件、実施

企業８社と書いてありますが、こちらは、県で一定のイベントの広報もさせていただいて

いるところですけれども、自分の企業の社員ではなくて、世の中向けに、出会いの機会を

提供するようなイベントを行う会社さん、企業さんというのは、大変多いです。 

 ちなみにこれは大きいところばかりではありません。普通の喫茶店さんが、その地域の

皆様向けのこういう出会いのイベントなどを、さらに開催をしてもらいたい、そういう例

もあるということでございます。 

 さらに言えば、一番右側にありますように、行政と連携した出会いの交流会の開催であ

りますとか、例えば下線の清掃ボランティア活動とセットの出会いの交流会を業者と共同

で開催していただくとか、いろいろなバリエーションがあると思います。左上でなくても、

右の上のような取組ということがあり得るだろうと思いますし、左上でなくても、右の下

のような取組もあると思いますし、こういう全体として、より広い範囲で、企業・団体の
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皆様方の結婚支援の取組を捉えていくことでもって、その参加率、活動の活発化を招いて、

全体として、薄いかもしれませんが、広い活動が広がっていくことで、社会全体としての

結婚支援の機運が高まっていくということになることができればと思っているところです。 

 ここに、私どもが応援団通信としてお配りしました、４月～１０月までの応援団通信そ

のものを添付させていただいておりますので、また御覧いただければと思います。だんだ

ん後ろになるほど軽くなっているということであります。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問があれば、お願いします 

 ちょっと教えていただきたいのですけれども、３ページの先ほどの複数の企業間での出

会いイベントの数が少ないというお話がありました。例えば入社５年までの社員が、企業

を越えて、いろんな勉強会を組織して、５社ぐらいが10個ぐらいの勉強会を組織する。そ

れで、半年後にそれぞれ５社の社長を集めて、テーマごとに報告する。中には、恋人がい

る人はいてもいいですが、多くはほとんどが独身です。こういうものではいけないのです

か。 

○尾﨑委員 今は、このカテゴリーに入っているものはだめなのです。 

○佐藤座長 だめなのですか。多分そこの問題なのではないですか。 

○尾﨑委員 出会いというものを前面に出しているのです。ですから、これは逆に言いま

すと、８ページの図でいくと、これはここに当たっているのです。左側から２番目のカテ

ゴリーに当たっている。今、佐藤先生が言われたものが、例えば８ページの右下に当たる

と思います。 

○佐藤座長 ですから、複数の企業で、独身の多い企業の社員の勉強会で、例えば県の新

入社員と産業センターのちゃんとした知事の前で報告しろとやると、カップルが結構でき

ると思うのです。だから、初めから結果が出ればいいことを支援するのか、お金のつけ方

など、それはなかなか難しいですか。 

○尾﨑委員 全然難しくないと思います。 

○佐藤座長 そうですか。 

○尾﨑委員 それを今、そういうこともできるようにしようと思っています。 

 ８ページのこの図でいくと、件数が少ないというのは、８ページの左上のこういうカテ

ゴリーに当たるものでありまして、自社従業員向けの出会い交流会の開催みたいなもので、

これがなかなか厳しいわけです。そうなのですけれども、その隣の出会いの機会も兼ねた

社外での研修制度等の創設ということになると、すごく軽くなります。前面に結婚支援そ

のものだけみたいな形にはしていなかったです。 

 さらにいけば、８ページの右下ぐらいになってくると、より対象を幅広くとっていくと

いう形になっていると、よりやりやすくなっていくということだと思います。 

○佐藤座長 もしかしたら、結果的な出会いと結婚率は差がないかもしれない。結果で見
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たら、初めから目的にしないものと同じくらい効果があるかもしれないので、多分そうい

うことを見ていったほうがいいという気がしました。 

 どうぞ。 

○岡崎委員 岡崎と申します。どうもありがとうございます。 

 資料３－１の８ページが非常にわかりやすく、高知県が全国に先駆けてさまざまな支援

をされていることが理解できました。 

 今後このような活動を拡大・促進していくに当たって、７ページのマトリクスの左上＝

結婚に対する民間の取組への支援の欄に「結婚支援を行っている企業・団体に対する認定

制度がない！」というお話がありましたが、この問題意識と８ページでのご指摘の関係性

をもう少しご教示ください。８ページでは「Light」な支援は取組やすく、「Heavy」つま

り結婚に直結した支援は難しいということでしたが、もう少し教えていただければと存じ

上げます。 

○尾﨑委員 まず７ページは、国の支援策をまとめたものです。 

 ８ページは、県として取り組んできたことをカテゴライズしたもので、ある意味県単独

でやっていますが、ただ、これを国から地域少子化対策重点推進交付金など、そういう形

で応援いただいているという整理です。 

 こちらにありますように、例えば８ページの図にあります、一番右上のカテゴリーのよ

うなものなどについては、資金的な支援は必要ないのです。はっきり言って、我々が情報

を提供して、そのポスターを張ってくれればいいということになります。ただ、こういう

ことに取り組んでいただくようなインセンティブをつけていくためにも、そういうことに

積極的に取り組んでいる企業であるということを、世の中に闡明できるような仕組みがあ

ったらいいのではないか。そういう意味において、認定制度があるといいのではないでし

ょうかということが１つです。 

 さらにだんだん左側のカテゴリーになると、少し経費もかかったりします。できればこ

ういう左側のカテゴリーになってくることなどについては、経費的な支援なども、できる

仕組みをまた考えてもいいのかもしれない。場合によっては、税制的な対応なのかもしれ

ません。 

 ただ、少なくとも全体に統一していることは、結婚支援、少子化対策に熱心に取り組ん

でいる企業であるということについて、世の中に闡明できるようにして、その結果として、

こういう応援団とかに入ろうという企業がふえてくるようにすればいいのではないかとい

うことでございます。 

○山本委員 育て上げネットの山本と申します。お話をありがとうございました。 

 私は、就労支援の観点から、前回お話をいただいた、結婚の認定制度などがあると、若

者の就労支援でも、後押しの１つになるということを感じています。会社が職員の人生を

そこまで考えてくれているということは仕事を選ぶうえで大きなポイントとなると思いま

す。ぜひつくっていただきたいと思います。 
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 １点、お話を伺いたいことがあるのですが、最後の８ページの出会い交流会の開催の点

で、喫茶店などが取り組んでいるという話を聞いたのですが、今、お話を聞いていて、飲

食店などがこういう取組というのは、すごくやりやすいと思って、ある種自分たちの新た

な客層の確保というところにもつながると思っているのですが、実際に具体的には、ここ

でいっている企業というものが、法人格を有するものであるのかというところを聞きたい

のと、あと、喫茶店などの取組について、もう少し具体的に、どんな感じでやったのかと

いうことを聞ければと思います。 

○尾﨑委員 右下だと、ここの「CSRや」と書いてある隣に「CSV」と書いています。この

CSVであることが非常にポイントなのだと思うのです。いわゆる社会貢献としてやるという

よりも、本業と絡めてやっていて、例えば喫茶店さんとか、レストランとか、そういうと

ころが出会いの交流イベントをやりますと告知をされて、そちらの喫茶店に男女が集まっ

て、要するに一緒に食事をするわけです。それで、交流をする。そういうイベントを数こ

なしていただいているということです。 

 そういう意味においては、本業を生かして、さまざまな出会いのきっかけをつくってい

っていただいているということなのです。 

○山本委員 それを実際に取り組むに当たっては、個人経営店のお店とかですか。 

○尾﨑委員 個人経営店の店もあれば、少し大きめのレストランも両方あるみたいです。 

 多分これは、いろんなお話ができると思うのです。例えばアウトドアの会社さんでした

ら、アウトドアのイベントとして、そういう出会いのイベントみたいなものをやるみたい

な形でできるでしょうし。ビールの会社さんだったら、ビアガーデンをやりますといって、

そういうイベントを開催することもできるでしょうし、そういう形で、いろんな企業さん

などが、そういう取組などをされていることで、いろんな機会が地域にふえていくことを、

目指していければと思っています。いろんな業態でできると思うのです。 

○天野委員 ニッセイ基礎研の天野です。ためになるお話をありがとうございました。 

 ４ページのマッチングシステムで、今「高知で恋しよ！マッチング」システムが、一番

高効果だったのではないかというお話をいただきました。なるほどと思ったのですけれど

も、もしおわかりになりましたら、登録会員数671名の男女比というものを教えていただけ

ますでしょうか。 

○尾﨑委員 男性が394人、女性が277人です。 

○天野委員 愛媛の結婚支援ビッグデータ活用検討会の委員をしておりますが、他県でも

行っているデータシステム結婚支援の状況を伺っていますと、圧倒的に女性の登録が少な

いそうです。その中で、高知県は、女性の登録が多くてうらやましいというお話を伺って

います。確かに他県は７対３などと、女性が非常に消極的な中で、高知県の女性は非常に

婚活に熱心だという印象を受けております。 

 今、愛媛県の登録者のデータ分析をしています。女性側が牽引役になって、相手の男性

の条件にこだわり、条件をきちんと入れている例ほど、成婚率が高い傾向があります。一
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方、男性はこだわらない、何でもいいといっている方のほうが成婚率が高いというデータ

が出ています。ですので、女性側の背中を押すということが結婚支援において、非常に有

効なのだということが、今回の尾﨑様のお話を聞いていても、再確認させていただいた次

第です。どうもありがとうございます。 

○尾﨑委員 ３ページの出会いのきっかけ交流会とかも、比較的女性が多いです。 

○天野委員 すばらしいと思います。普通はほかの自治体ですと、女性を集めるのが大変

というお声をお聞きしますので、そういうのは高知県の女性のお人柄なのか、自治体とし

てのお取組の成果なのかわからないのですが、素晴らしいと思いました。 

○尾﨑委員 できるだけ明るく、楽しくやるような仕掛けをしているからでしょうか。本

当に多くの皆さんに参加をいただいて、ありがたいことだと思っているのです。 

 一応このマッチングシステムは、今までのところからいくと、このカップル数も４月か

らですから、一挙に94組ですから、かなり多いと感じています。 

○天野委員 すごく多いと思います。 

○佐藤座長 まだ御質問あるかもわかりませんが、ちょうど加藤大臣がお見えになりまし

たので、ここで御挨拶をいただきたいと思います。 

 大臣、よろしくお願いいたします。 

○加藤少子化対策担当大臣 座ったまま失礼させていただきます。 

 それぞれお忙しいところ、前回に続いて、今回も御出席をいただきまして、改めて御礼

を申し上げたいと思います。 

 前回は、冒頭で失礼いたしましたけれども、３名の委員の方々から、貴重なお話を伺っ

て、また、活発な御議論をしていただいたとお聞きをしております。 

 きょうの資料の中にもございますけれども、出会いの機会の提供を直接の目的とした取

組に限らず、ワーク・ライフ・バランスの確保やライフプランニングの支援などの取組が

大変重要であるということ。また、学生時代を含め、希望すれば早い段階で結婚できるよ

うな支援の必要性などについても、御示唆をいただいたと聞いております。 

 きょうも、今、高知県の尾﨑知事からお話をいただき、活発な御議論をしていただいた

ところでございますけれども、高知県における、知事が筆頭となって、積極的な取組をし

ていたその中身について、また、この後、新居委員から、家族の留学について、そして、

サイボウズ株式会社の社長室フェローの野水さんから、同社における先駆的な人材育成の

取組、こうしたことについて、お話をいただけると聞いております。 

 また、内藤委員からは、それぞれの企業・団体、こうしたものを進めるときに、非常に

ナイーブな部分があります。１つ間違えたハラスメントということもございます。そうい

った問題についても、お話をいただけると聞いているところでございます。 

 ぜひ広範な議論をしていただきながら、結論を出していただければと思っております。 

 まことに恐縮ですけれども、また、途中で退席させていただく御無礼をお許しいただき

ながら、皆さんの積極的な御議論をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうござい
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ます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 カメラはここまでという話ですね。そういうことです。よろしくお願いします。 

（報道関係者退室） 

○佐藤座長 まだ尾﨑委員について、御質問があるかもしれませんが、また後でという形

にさせていただければと思います。 

 尾﨑委員の御報告は、非常に大事な考え方、アイデアがある中で、１つは、若者に出会

いを提供するというときに、まだ結婚を考えてはいない、広い意味での独身のカップルが

出会うような機会、それは結果的に結婚につながるかもわからない、そういう出会いです。

もう一つは、もし結婚したいと思っている人たちがパートナーを探す。両方あります。 

 両方大事なので、それぞれ支援の仕方、多分それによって、お金の出し方とか、情報の

出し方が違うと思うのですけれども、両方大事だと思います。ただ、難しいところは、

「Heavy」のほうだということがよくわかりますので、そこまで含めて、どうつなげていく

かということだと思いました。 

 それでは、この後、新居委員に御報告をお願いしたいと思いますが、先ほども御説明が

ありましたように、加藤大臣は、公務のため、16時50分ごろには退席ということですので、

御了解をいただければと思います。 

 それでは、御説明いただければと思います。 

○新居委員 慶應義塾大学の４年で、manmaという団体をやっております、新居と申します。

本日は、よろしくお願いいたします。 

 私からは、データというよりも、この家族留学に参加している大学生の声を、率直にお

伝えするような時間にできればと思います。 

 この家族留学というのは、御家庭版OB・OG訪問といっていまして、学生が子育てをして

いる家庭を１日訪問して、そこで子育て体験をするというプログラムになっています。 

 まず最初に、未婚女性、特に大学生世代の結婚に対する意識のところなのですけれども、

１ページにありますように、いずれ結婚をしたいという学生が非常に多くいまして、結婚

したら、子供も持つという考え方は、そんなに変わっていないと思います。 

 ２ページにありますように、共働きのライフコースを理想と描いていたり、予定してい

るような学生がかなり多くいます。 

 しかし、３ページにあるところなのですけれども、私は1994年生まれで、平成６年なの

で、この四角で囲ってあるところの真ん中に当たります。自分たちの生まれた世代が、ち

ょうど共働きと専業主婦世帯がクロスするようなところにありまして、自分たちの親世代

は、まだ専業主婦の家庭もかなり多くいたというところで、今の大学生から、社会人１～

２年目の世代は、そういうような環境で育ってきたという方が多いということです。 

 ４ページにありますように、大学生世代というのは、結婚をいずれしたいと思いつつも、

なかなか結婚というものを身近に感じていない、ほかの高卒の方であったり、短大卒の方
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に比べても、特に大学生は、結婚というものをなかなか身近に感じづらいというデータが

出ています。 

 このようなところから、５ページにまいりまして、将来、結婚をしたいということです

とか、結婚をした後、子供を産んで、なおかつ働きながら子育てをしたいと考えている大

学生は、多くいるものの、親は専業主婦の家庭も多くあり、モデルにすることができない

ことがある。 

 それに加えまして、将来結婚したいと思いつつも、現時点では、まだ身近に感じていな

い、遠い先のことであると考えているという現状がございます。 

 そのような中で、結婚とか、家族を取り巻く状況においても、親世代は、事実婚ではな

く、法律婚をして、将来、結婚して、マイホームを建てて、専業主婦になって、子育てに

専念みたいな、理想とするようなライフコースが皆さん共通であったと思うのですけれど

も、今は、法律婚をしないで、事実婚という形もありますし、働きながら子育てという選

択肢もありますし、その程度もかなり人によって、いろんな程度があるということで、将

来の子育てを考えるときに、何か画一的なものを目指すのではなく、自分らしい将来の結

婚、子育てを描く人がすごく多いと感じています。 

 ７ページにまいりますと、このような大学生世代に対して、結婚の希望を叶えるために、

どのような取組が必要なのかということを考えますと、まずは結婚したいと思いながらも、

なかなか結婚に対して、現実味を感じられない学生に対して、家族形成に対して、当事者

意識を持てるような、具体的なイメージを描けるような機会の提供です。 

 それに加えまして、働きながら子育てをしているような、自分の親以外の多様なロール

モデル等の出会いを通して、自分自身がどんな結婚、出産、子育ての未来を描きたいかと

いうことを考えるような機会です。 

 この上記２点を目指すような、現場体験の必要があるのではないかと考えています。そ

れに当たりまして、今、manmaという団体で、１年半ほど取り組んでいる家族留学という取

組について、御紹介をさせていただきたいと思います。 

 この８ページにありますとおり、家族留学は、学生のための御家庭版OB・OG訪問という

ことで、就職活動のタイミングで、学生は希望をする就職先で働く方に訪問して、お仕事

内容などについて、お話を伺うと思うのですけれども、その家庭版とイメージしていただ

くとわかりやすいと思っています。 

 子育てをしている御家庭のところに、１日訪問して、そこで、先輩のお父様、お母様に、

どのようなキャリアプランを今まで歩んでいらっしゃったのかであったりとか、その際の

意思決定について、お話を伺ったりとか、実際にお子さんと遊ぶという時間を過ごします。 

 このように主に女子大生が中心となっていますが、これから母になるプレママ・プレパ

パ世代、高校生や社会人の方もいらっしゃいます。このような方が子育て中の御家庭を１

日訪問して、お子さんとの触れ合い体験と多様なキャリア人材、さまざまなキャリアを歩

んできた方々との出会いを通して、結婚、出産、子育てのライフの部分だけではなく、働
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く、キャリアを積んでくるという働くの両面から、自分自身がどんなライフキャリアプラ

ンを描きたいのかということを、多様なロールモデルとの出会いを通して考えるというプ

ログラムになっています。 

 過ごし方に関しては、こちらに書いてあるとおりなのですけれども、大きく分けて２つ

で、核家族化も進んでいる中で、子供にほとんど触れたことがないという方も多くいます

ので、お子さんとの触れあいの体験というところと、キャリア人材との対話、いわゆるOB・

OG訪問的な対話のところの２点が、メーンの中身になっています。通常は、平日の夕方以

降、もしくは土曜日、日曜日に１日訪問するということが基本的な形になっています。 

 ９ページにいきますと、仕組みということで、そんなに難しいものではないのですけれ

ども、家族留学というものを受け入れてもいいですという子育て中の御家庭が、全国で300

家庭おりまして、一方で、この家族留学に参加してみたいという学生も、今、全国に300

名ほどおります。この学生から訪問先の要望を聞きまして、その要望にあわせて、例えば

お子さんが２人以上いる御家庭がいいですとか、男性の育児参加が多い御家庭がいいです

とか、そのような希望にあわせて、家庭を探してきて、マッチングと日程調整をして、打

診するという、全国の御家庭と学生のつなぎ役ということをmanmaで担っております。 

 受け入れ家庭の属性に関しては、右側に書いてあるとおりなのですが、お子さんが１人

から２人ぐらいいらっしゃるような方が多く、年齢層もかなりばらばらという感じになっ

ております。 

 10ページに、参加学生の属性というものを上げさせていただきました。大学生をターゲ

ットにしているということもありまして、就職活動が目前に迫った大学３～４年生の女性

が特に多いということになっています。 

 男子学生も常に１割程度はいるのですけれども、女性のほうが発表にもありましたが、

キャリアプランについて、すごく積極的に考えているということで、女子学生が特に多く、

高学歴層でいえば、キャリアを積んでいきたいと考えている女子学生ほど、特に積極的、

意欲的に考えているという状況になっています。 

 11ページに、具体的な参加動機を上げさせていただいたのですが、これは登録時に出し

ていただいたものの中から抜粋してまいりました。 

 データにもありましたとおり、家庭と仕事の両立をしたいと思っていれば、なかなか親

世代は、まだ専業主婦の家庭も多く、ロールモデルがいない。家庭を持ちたいと思っても、

イメージが湧かなくて不安ですという声を挙げる方が多くいます。 

 左上も、母親世代は専業主婦で、子供の小さいときは、育児をしていた時間がほとんど

だったので、働きながら子育てをする身近なロールモデルを探してみたいであるとか、左

下にあるように、家庭と仕事の両立をしたい、そのために実際にイメージを得たいという

意見が中心になっています。 

 12ページにまいりますと、繰り返しになるのですが、将来、働きながら子育てをしたい

が、親がモデルにならない。結婚もしたいけれども、なかなか身近に感じられないという
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意見がある中で、13ページに、家族留学を体験することで、どういうふうに変わるのかと

いうところなのですが、こちらも家族留学参加後に、学生から訪問のほうで提出してもら

っている感想の中から抜粋したものになるのですが、子育てのイメージが具体化しました、

共働きをしながら、子育てをすることに対して、前向きになりました、よいロールモデル

になりました、子供が欲しい、家庭はいいと思いましたなど、子育てをすることであった

り、働く、子育てという将来のキャリアプランに対して、前向きになりましたという意見

が多く寄せられています。 

 これは、文例を打ち出したものになりまして、さまざまなライフコースを知れる。子供

はかわいいと思うという感想が、大体この５パターンに分かれるという状況です。 

 14ページに、具体的な参加者の声を紹介させていただきました。２つ事例があるのです

けれども、特に１つ目が象徴的だと思っていまして、この方の場合は、母が共働きだった

ということで、共働きで、仕事も子育ても全部背負い込んでいることを見て、なかなか働

くと子育てに対して、子供を持つことに対して、ポジティブなイメージが描けなかったけ

れども、実際に参加することで、子供に触れて、子供はかわいいと思ったり、働きながら

子育てをするライフコースに対して、すごく前向きに生きていらっしゃる先輩に会って、

自分自身もお母さんみたいに、１人で背負い込んで大変な生き方もあるけれども、そうで

はなくて、たくさんの人の力をかりて、楽しく両立しながら、お子さんを育てるような生

き方もいいのではないかと思いました。そういう声が寄せられています。 

 下の方は、親が専業主婦で、共働きだと幸せな家庭がつくれないのではないかという不

安があったけれども、具体的に両立家庭を見て、そういう不安がなくなりましたという意

見もあり、この２つは、かなり多く寄せられるような、象徴的な意見だと思っております。 

 15ページにまいりまして、今までのお話をまとめさせていただくと、働きながら子育て

したい方が多いけれども、親がモデルにならない、結婚が身近に感じられないというとこ

ろで、対策として、多様な親のロールモデルに出会い、家族形成に当事者意識を持てるよ

うな機会が必要なのではないかというところで、この家族留学に参加することで、さまざ

まなキャリアのロールモデルの話を肯定的に受けとめて、仕事と子育てのイメージという

ものが具体化したり、自分が憧れを持てるような先輩方のお話に共感して、そのような家

族構成に前向きになる。 

 あとは、お子さんと初めて触れ合って、子供はかわいいのだということを初めて知って、

そこに対しても、積極的になっていくという効果が得られています。 

 これに付随して、このような結果が得られるのかということなのですけれども、結婚し

たいという希望を持つような方がふえたり、結婚、出産、子育てというのが、今までキャ

リアプランに入らなかったがために、仕事のキャリアを積むことを優先して、結婚のタイ

ミングを逃して、後から婚活してという受け入れ家庭の方もかなり多くいらっしゃるので

すけれども、この大学生の段階で、このような機会に参加することで、早いうちから結婚、

出産、子育てというものを踏まえたような、ライフデザインのできる方がふえていくので
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はないか。また、早いうちに結婚というものを検討する方がふえていくのではないかと思

っています。 

 16ページからは、家族留学を活用して、いろんな取組をこれまでやってきたものを、簡

単に御紹介させていただいています。 

 家族留学は、基本的に学生の希望にあわせて、家庭を探してきて、１対１でマッチング

するのですけれども、カップルで行って、将来の結婚のイメージを湧かせたいみたいな方

で、カップルで一緒に留学をするような方もいらっしゃったり、神奈川県のライフキャリ

アプランニング支援の一環として、神奈川県の複数の大学で、ライフキャリアを考えるよ

うなワークショップを開催した後に、知事の前で、自分自身のライフキャリアのプランを

発表するという機会がありまして、発表者の方に、ただ、机上で考えるのではなくて、実

際に行ってみて、考えてもらおうということで、家族留学を体験した上で、発表していた

だくというところで、コンテンツの提供をさせていただいたりしておりました。 

 17ページになりますが、長野県の伊那市の教育委員会の方に御協力いただきまして、東

京の大学生が伊那に行って、地元の高校生とともに、地元の御家庭に家族留学に行くとい

う地域を越えた家族留学をすることで、地域の魅力発信と、首都圏の暮らしももちろん大

事なのですけれども、地方出身の学生は、地方の子育てと都会の子育ての比較というもの

に、すごく関心が高いものも多いので、このような地域を越えた家族留学への取組なども

行っております。 

 最後になりますが、家族留学と企業をかけ合わせて、女性にもっと採用したいような企

業さんの御家庭に家族留学に行くとか、今、家族留学は１対１でやっているのですけれど

も、今度、12月10日には、首都圏で同時に10～15家庭ほどで家族留学をして、その後、み

んなが一堂に会して、振り返り会をしたり、ただ行くだけではなくて、行った後に同じよ

うな関心を持っているような人たちと話すことで、自身のキャリアイメージを深めるよう

な機会のかけ合わせということを、今後はやっていきたいと思っています。 

 このような感じで、結婚したいという思いはありつつも、なかなかそこへイメージが描

けない不安というものがあるので、このような早いうちから、ライフプランニング、ライ

フデザインの機会を設けることが非常に重要なのではないかと思っております。 

 以上になります。ありがとうございました。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、なかなかチャレンジングな取組で、非常に有効なことだと思うのですが、御

質問なり、御意見がありましたら、どうぞ。 

 山崎委員、どうぞ。 

○山崎委員 今、お伺いして、私は有意義な取組だと思いました。年齢を重ねてからより

も、学生のときから、結婚や子育てについて考えていただけるような、こういったやり方

は有効だと思いますので、ますます頑張っていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 
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○天野委員 大変すばらしい団体の存在をお知らせいただいて、ありがとうございます。 

 ８ページになるのですけれども、家族留学のところの御説明で、今、300家庭が登録され

ているというお話をいただきました。できれば我が家も登録したいぐらいだと思ったので

すが、御団体のことをお恥ずかしながら存じ上げなかったのです。募集経路はどういうふ

うになっているのか、ぜひ教えていただきたいです。お願いします。 

○新居委員 ありがとうございます。ぜひ受け入れをお願いします。 

 募集経路は、私が大学１年生のときに始めて、手探りでやってきたような取組になりま

すので、基本的には、manmaのホームページとのFacebook、Instagram、twitterなどのSNS

での広報という形になっています。 

 流入経路として多いものは、口コミで知り合いの方が受け入れていらして、それを見て

とか、話しを聞いてということと、メディアに幾つか載ったことがありまして、その新聞、

テレビを見て、趣旨に賛同して、ぜひ受け入れをということで、登録していただくという

２つの経路になっています。 

 ただ、おっしゃっていただいたとおり、なかなか広報が行き届いていないということが

現状でして、受け入れ家庭の方に対してもそうですし、参加する学生に対しても、まだ感

度の高い人にしか届けられないということで、例えば企業と組むであるとか、大学の授業

と組むということも、１回チャレンジでやらせていただいたことがありまして、そういう

いろんな組み合わせをすることで、今まで後押しできていなかったような方にも、届けら

れたらと思っております。ありがとうございます。 

○天野委員 もう一ついいですか。これは、こちらのmanma様に御要望することでは全くな

いとは思うのですが、女性の大学進学率から考えると、今、５割弱が大学に進学されてい

て、残りの女性の方たち、50％超の方たちが高卒だとすると、このような組織が高卒の女

の子たちのためにもあればと思いました。そうすればもっと結婚支援が若い世代でも広ま

るのではないかと思います。この資料の受け入れ家庭の年齢帯比率を見ても、20歳から25

歳というところが小さくなっています。ですので、ここは、この団体に高卒まで活動を広

げて下さい、という話ではなくて、高卒対象でもこういう団体ができればいいと思いまし

た。ありがとうございました。 

○新居委員 ありがとうございます。 

○加藤少子化対策担当大臣 済みません。１つお聞きしたいのですけれども、天野委員は、

ぜひ自分も参加したいとおっしゃいましたが、受け入れている御家庭側の動機というので

すか、それはどういうことなのでしょうか。 

○新居委員 ありがとうございます。 

 これは、よく皆さん不思議に思われる方が多いのですけれども、受け入れていらっしゃ

る御家庭も、例えば自分自身は、大学卒業時にかなりキャリアを積むということに積極的

で、40歳目前まで、一生懸命キャリアを積んできた。でも、結婚をして、子供を欲しいと

思うようになって、婚活を一生懸命して、その後、なかなかお子さんを授からなくて、不
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妊治療もして、その結果、家庭を持つことができましたであるとか、若くして結婚したも

のの、会社の制度が整っていなくて、初めて育休をとって、両立ですごく苦労をしました

であるとか、御自身が早く考えておけば、自分はもうちょっとよいライフコースが歩めた

のにという、割とそういう思いを持っていらっしゃる方がたくさんいて、自分と同じ苦悩

を次の世代がしないように、何かできることがあるならやりたいですという思いを持って、

受け入れしてくださる方が多いです。 

 あとは、子供に女子大生が出会うことで、子供たちは、お兄ちゃん、お姉ちゃんが来る

と喜ぶから、そういう憧れの対象としても、すごくいいことであるとか、自分自身も大学

生世代との接点がないので、話してみたいという方もいらっしゃいます。ありがとうござ

います。 

○有田委員 逆にmanmaの会に参加されている学生さん側の動機なのですが、私がもうおじ

さんだから、そう思うのかもしれませんけれども、子育てを見たことがないというのがす

ごく不思議なのですね。自分のいとことか、おじさん、おばさんとか、身内にいるのでは

ないのか。全くいない方々が集まっておられる会なのか、それはそれで知っているのだけ

れども、外も見てみたいという方も来られているのか、１点、それが知りたいです。 

 それから、私が話を聞いていて、すごくうれしかったのは、ロールモデルとか、共働き

のイメージが持てれば、それこそ加藤大臣がおられるから、申し上げているわけではない

のですけれども、経団連も女性の活躍推進を本当に進めていかないと、労働力が足りなく

なる。いろんな意味で、みんなが豊かに暮らすためにも必要なことだと思っているのです。 

 一方で、データを見ても、結婚している世帯の子供の数も減り始めているのです。本当

のところは一体何なのか、本当に学生はどう思っているのか、申し上げにくいところもあ

るのですけれども、家事も、育児も、介護も、結局、みんな女性に覆いかぶさってしまっ

ているような社会の雰囲気を改めずして、女性の活躍という話をすると、ますます今度は、

女性は活躍するのですが、結婚しなくなってしまうのではないかというのが、大変恐れて

いることなのです。そういうところを学生の皆さんがどう見ておられるのか。 

 もっと言うと、manmaの会は都会型ですね。都会に集まってこられている女性の皆さんの

多くは、田舎の縛られた雰囲気があわないという方が多くて、そのまま都会にいる。24時

間開いているコンビニだってあるし、何不自由もなく１人で暮らせる。そうなると、結婚

のインセンティブがますますなくなってしまうのではないかということを、正直、私は恐

れているのですが、そこのあたり、学生の皆さんは、どう見ておられるのですか。可能な

限りで結構です。 

○新居委員 わかりました。ありがとうございます。 

 子供と触れ合ったことがないというお話だったのですけれども、結構、子供と遊んだこ

とがありませんという学生は、かなりの割合でいます。親戚の集まりが年末年始に必ずあ

るわけではないのです。なので、子供と触れ合ったことがないので、家族留学に行くのが

不安ですという方も結構いらして、子供と一緒に１日過ごして、ちゃんと接することがで
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きるのか自信がないという子もいるぐらい、子供とのふれあい経験というのは、かなり少

ないと思っています。 

 もちろん弟が10個下でとか、意外と親戚のつながりがあってという方も、いないことは

ないのです。なので、100％子供と触れ合ったことがない子というと、そういうわけではな

いのですけれども、割合として、お子さんと遊んだことがあるという方、家族留学のよう

な経験を日常的にしているという方は、かなり少ないという印象になります。 

 女性が活躍すると、結婚、出産、子育てというのが追いやられていて、キャリア的には

どんどん発展するけれども、なかなか子供を産み育てるという希望がなくなるのではない

かというところで、感覚としては、いまだに結構キャリアを積みたい方でも、結婚、出産、

子育てに対する意欲は、そんなに減退はしていないという印象を受けています。ただ、自

分自身の親御さんが専業主婦だったので、最初は大手企業に入りたい、ちゃんと働きたい

けれども、子供が生まれたら、やめざるを得ないのではないかとか、そういうかなり親だ

けのライフコースにすごく左右されているがゆえに、望むライフコースがあったとしても、

諦めてしまうという傾向は、かなりあると思います。 

 なので、楽がしたいための専業主婦とか、キャリアをすごく積んで、自己実現したいた

めの仕事一択というのではなくて、本当は両方したいけれども、両方したら、どちらかが

足を引っ張って、かわいそうな思いをさせてしまうから、どちらか選ばなければいけない、

諦めなければいけないという状況で、二者択一の思考が残っているという印象を受けてい

ます。 

○佐藤座長 まだ質問はあると思いますが、済みません。一応ここまでにさせていただき

ます。 

 それでは、続きまして、きょう、わざわざおいでいただいていますので、サイボウズ株

式会社の野水さんから、御説明いただきます。よろしくお願いします。 

○野水氏 サイボウズ株式会社の野水と申します。よろしくお願いいたします。 

 ロールモデルがいないという今のお話、大変共感しました。ロールモデルになれる会社

になりたいということを、私たちは思っていますというところで、自立と多様性でつくる

と書いてあるのですけれども、結婚の障害を取り除くという意味では、前提として、我々

の場合は、結果論でありまして、結果論で結婚がふえたのではないかということがありま

して、何が原因ということでいくと、人事方針というものが非常に大きく影響しているの

ではないかということで、人事労務制度について、多少説明をさせていただいた後に、社

内で、きょうの会議についての案、意見を聞いてきましたので、その辺のお話をさせてい

ただければと思っています。 

 とりあえず会社ですけれども、今、500人ぐらいですが、できて18年ぐらいで、平均年齢

が33歳ですか、売上高的には70億で、全然多くはないのですけれども、グループウェアと

いう情報を共有するソフトウェアで、マイクロソフト、グーグル、セールスフォースなど

を抜いて、国内シェア１位ということだけが取り柄という感じで、国内では、６万社の方
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が使っていただいています。当然IT企業でございますから、ITの上で、何でも共有すると

いうことが文化ということになっています。 

 次のページにいきます。我々の人事制度の方針ですけれども、先ほどのロールモデルの

お話ではないですが、100人いたら100通りの人事制度があってよいというのが、我々の方

針でありまして、専業主婦でもない、ばりばりのキャリアウーマンでもないという感じで、

どれでも選べる。しかも、男性、女性関係なく選べるというのが一番の特徴ということに

なっています。 

 おかげさまで、こういう人事制度を取り出してから、こんな小さな会社なのに、エント

リーシートが5,000通も来て、１年に2,000人も面接するという、大変なバブル人気企業に

なっておりまして、３日連続で東大生を３人面接したという、自分としては、入った当時

で信じられないことになっていて、若い人の働き方に関する関心というのは、ものすごく

大きいということをひしひしと感じているところです。 

 我々の働き方のキーワードとしては、会社に依存しないということを１つのワードにし

ておりまして、１つ目は自立、２つ目は多様性ということになっております。 

 自立ということを認めるには、多様性、要するに自分のことは自分で決める、自分の会

社に、あすは何時に出勤したらいいというのは、自分で決めてくださいというのが我々の

会社の方針ということになりますので、その辺から、自立を促す。ただ、他人が違うこと

をしているからといって、それを責めてはいけない、それは認め合いましょうというとこ

ろを文化として、徹底的に浸透させるというのが我々の戦略でございます。 

 働き方なのですけれども、次のページですが、今までの働き方というところの年功序列

の大欠点だと思うのですが、一度離職すると、もとの水準に上がれないというところがあ

りまして、皆さん、大体１個目に就職した企業で、最後にもらっていた給料を一生超える

ことができないというところが、日本の一番の欠点なのです。今となっては、労働制度の

欠点で、企業は、このおかげでぶら下がり社員がふえて、働く人としては、無理やりぶら

下がるから、50代の自殺が一番ふえるということになっているというところがある。 

 先ほどのように、専業主婦の方も、別に専業主婦したいわけではないけれども、もう一

回働こうと思ったら、働き口がないということになっているということが現状です。 

 我々としては、復活できる社会、復活できる会社というところが理想だと思っていまし

て、次のページになりますけれども、それも男性、女性の役割分担ですから、例えば育児

休暇を１つとっても、産休だけはさすがに男性がとれないのですが、産むことだけはでき

ないのですが、育てることを男性がやって、女性が会社に行くというのは、全然おかしく

ないと思っていまして、そういうものもすべて認める。 

 あと、１回キャリアをお休みした後に、もとの地位にちゃんと戻れるというところです。

これをきちんと保証してあげる。勤務地と給料に関しては、自分で選んでもらう。コース

を選択していただく。なるべく会社としては、強制しないということをやって、どうやっ

たら自主性だけで会社がもつかということを挑戦しています。 
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 次のページになりますが、幾つか御紹介しますけれども、選択型勤務制度ということで、

ばりばり働く裁量労働制というところのPSという制度と、時間管理で働く、もしくは短時

間で働く、週に何日限定で働くというDSという制度の併用で、半年ごとに入れかえ可能と

しています。どちらからどちらへ半年ごとにいってもいいとしてしまえば、安心して休め

るし、半年間育休とろうかとか、男性と女性が半年ごとに育休をとっているという例も、

簡単につくることができます。 

 もう一つは、ウルトラワークという制度で、例えば裁量労働制で働いている人にとって

も、突発的に副業が忙しくなったとか、介護で実家に行かなければいけないとか、自分が

MBAをとるために学習したいなどという場合には、働き方を若干落としたい時期がある。そ

の場合に、例えば違う場所で、違う期間働くとなったときに、自分の職階とは関係なく、

働く場所と時間の制限によって、一時的に給料を落とす。ただ、職階は変わらないので、

戻ってきてフルタイムになったときには、もちろんもとのままの職階で働くことができる

というキャリア制度を持っております。 

 次のページにいきます。育児休暇、介護休暇ですけれども、１人につき６年ずつです。

ですから、親が２人いれば、12年ということになります。今までの最高は５年６カ月です。

誇るべきことといっていいと思うのですけれども、今のところ、我々の育休復帰率は100％

です。１人残らず帰ってきております。 

 なぜかというと、１つには、原因としては、我々はグループウェアの会社ですから、育

休中も情報共有はしています。一定のアクセス権のもとで、会社にアクセスできるように

していますので、例えば上司が変わったとか、戦略が変わった、新製品が出た、新入社員

が入ってきたという掲示板、LINEのようなもので、そういうものを常に全員が見ている環

境になりますので、見たこともない産休中の方と新入社員の女性がしゃべって、仲よくな

っているということがあって、会社から心が離れないということがあります。 

 もう一つは、週３時間だけ出勤するというときには、自分でプログラムを決めていくこ

とができますので、無理のない復帰が可能になってくる。ですので、週３日だけというこ

とを３年間続ける方もいれば、１カ月ぐらいでフルタイムに戻ってこられる方もいて、そ

れはそれぞれの御家庭と、それぞれの親、兄弟、子の事情によるというところがあって、

全て選べるとなっています。もちろん男性が育休、介護休暇はとれます。 

 そのほかには、育自分休暇というものがあって、35歳未満だと、やめてから６年以内だ

と、もとの条件で、無条件に戻ってこられるというパスポートを発行しておりまして、割

と半分ぐらいの社員が戻ってきてくれています。 

 自立という制度は、次のところに影響していることが大きいのではないかと思いますけ

れども、自分から動くと、何かを支援するという会社にしているというところです。会社

で運動会をするとか、会社でそれこそ婚活イベントをするということをやっても、なかな

か人は来てくれないということは、皆さんの御承知のとおりだと思いますけれども、勝手

に婚活イベントをしてくれたら、お金をあげるといったことをやると、勝手にやるのです。



22 

 

勝手に運動会をしたら、お金を出す。ただ、上司を呼ばなくていいという条件をつけたら、

ちゃんとやってくれるというところがあって、若者同士が勝手に部活動する、勝手に仕事

の愚痴を社内でお酒を飲みながら言い合う、誕生日会をしたい、それを部内で宴会したい

と言い出したときには、全て会社としては、これを支援するという制度をとってきており

ます。 

 こうすることによって、自主性とコミュニケーションの両方が図れてきて、非常に活発

に、上司がいなかったら、本当に羽を伸ばして、活発にお金を使っていただいております。 

 その次が多様な働き方を支えるというところで、役職です。これは固定化するというか、

働き方を固定化するもとだと考えていますと、役職手当だとか、家族手当ということを一

切つけておりません。我々は通勤手当だけにしている、なぜかというと、役職手当がある

と、役職から外れそうになると、手当が欲しいがために必死に頑張るというところがあっ

て、その階層をいかにフラットにするかというところで、流動性の確保ということと、人

事の自由を確保しているというところがあります。 

 極端に言えば、来年、あなたが部長をやってくれ、再来年になったら、勉強して、もう

一回戻ってきて、もう一回やるからということが可能な会社にしたいというのが、私ども

の理想ではあります。 

 こういう取組の結果として、次のページになりますけれども、離職率は、誰もやめない

会社になったというか、一時28％ぐらいまで上がっていたのですが、今は3.7％、もうちょ

っと下がったところまできていて、非常に社員の定着率のいいIT企業となってきています。 

 まとめますと、会社の変化としては、離職率が減ったということで、次のページになり

ますが、優秀な人材の獲得ができるようになったということと、柔軟な組織と人事が可能

になったということがあって、逆に言うと、おっさんの社員は相当やめたり、私もおっさ

んなのですけれども、おっさんにとっては、若干厳しいという環境かもしれないです。た

だ、副業がOKなので、副業で頑張っている人もいらっしゃいます。 

 そういうところまでが我々の人事のポリシーでありまして、これをもとに、きょう、読

んでいただいたのは、サイボウズは社内結婚が多いのではないかというところを、皆さん

が思っていらっしゃるところで呼ばれたのだと思いますけれども、とりあえず女性活用に

関しましては、女性、男性、全く区別はしていないというところがありまして、例えば採

用する学生に対しても、区別はしなく、評価だけにしていくと、必然的に優秀な女子がた

くさんとれてきて、３年ぐらい前から、女子のほうがたくさん入る会社ということで、社

内的には、従業員割合としては、男６ですけれども、新入社員に関しては、ここ３年ぐら

いは、女子６という部類になってきています。 

 サイボウズの社内結婚と出産は本当に多いのか、次のページになりますが、そういうこ

とを証明しようとして、出してもらおうとしたのですけれども、総務に拒否されました。

押しつけに対する拒否感というものがあるのですが、これが少なくとも東京に出てきてい

る、比較的学歴の高い若者たちの間では、相当な拒否感がありまして、私が20代の結婚率
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を出してもらおうと言って、総務に言ったら拒否されたというのは、そんなにおかしくは

ないのですけれども、うちの社長が一応オーナー社長なのですけれども、オーナー社長が

社内出生率を出そうと１年前に言ったのですが、社内で大炎上しまして、これもできなか

ったというところがあります。 

 それぐらい子供を産めとか、結婚しろとかの上からの圧力に対しては、非常に拒否感が

強い年代だということが、まず１つあるということで、総務の男子と２人で、手計算で頑

張ったのですけれども、20代社員の結婚率に関しては、平均値より数パーセント高いです。

我々の体感値として、社内結婚率は、もう六十何組結婚していますので、かなり高いと思

っています。 

 ですので、制度としては、そうなのですけれども、結婚しろと言ってもしないのですが、

勝手に結婚してくれたらいいと言うと、ちゃんとやるというところです。この辺が一番大

きな違いと思います。 

 思い切って、その辺を社内で聞いてみました。この辺は、相当発言としてはあれなので

すけれども、当然グループウェアですから、いろんなブログがありまして、私のところで

次のページになりますが、炎上覚悟でお尋ねしますとあえて書いてみて、こういう会議が

あって、今、こういう話の筋になっていて、この案について、皆さんどうしますかとお尋

ねしたところ、期待どおり炎上しまして、全部でコメントが２日間で80件超えのコメント

をいただいて、そもそものというところから始まって、いろんな御意見を頂戴しました。 

 そもそも社内意見を集約したのですけれども、なぜ多いかというところなのですが、我々

の会社というのは、共働き前提で働いている人がほとんどであるところです。これは、今、

日本人の平均収入年齢が43歳ですか、平均年収が430万というところからして、どう考えて

も、片働きで子供を大学に入れてやることは無理なので、少なくとも大学を卒業する男性、

女性に関しては、共働きでなかったら、子供を大学にやれない。同じ環境に行かせること

ができないと考えていますから、将来、どうやって共働きで生計をともにして、働いてい

けるかということを前提に考えるというのが、当たり前になってきているというところで

す。 

 そもそも収入面で、相手に依存しないということが第一条件ということで、あとは、先

輩方が育休復帰率100％だから、夫婦で仕事を続けるのが当たり前というところが、自然と

染みついているというところがあります。 

 我々は、勤務地が先ほどの制度のとおり、自分で選べるとなっておりまして、私もこと

し、知床で１週間仕事してきますといって、それでオーケーだったのですけれども、そう

いうことができる会社でございますので、ワーク・ライフ・バランスをお互いの同意によ

って、幾らでも変えられるということがあります。よって、社内結婚率が高いのではない

かという仮説ではあります。 

 それでは、どういうところで社内結婚を知り合ったのというところでは、自発的なイベ

ント、サークルです。先ほど言っていた、何でも支援する制度の中で、ほかの部同士です。
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何でも支援する制度の中には、コミュニケーションをふやすということで、同じ部でやっ

てはいけない。要するに３つ以上の本部から５人以上集まってやるということと、終わっ

た後に、必ずブログで報告するという２項を、必須事項として義務づけておりまして、こ

れをやっているおかげで、そういうところで知り合っているという例が非常に多いと思っ

ております。 

 次にいきますけれども、探していく中で、社会結婚率が高いコミュニティーというのが

ありまして、この２つが若干あれなのですが、ピンポン部、要するに卓球部でございます。

部員12人で、部内結婚が６人、社内結婚している２人と合計８人が社内結婚という感じで、

婚活コミュニティー課みたいになっているのですけれども、すごい結婚率が出ています。 

 もう一つは、財務経理部でございます。女性正社員の４分の３が社内結婚で、４人とも

結婚していて、４人とも子持ちであるというところで、20代は半分以上なのですけれども、

世間から見ても、相当低いというところです。 

 ここから思うに、若干偏見気味に聞こえたら、大変申しわけないのですけれども、堅実

でそれほど社交的ではない草食系の方です。草食系のグループの方は、自分から婚活コミ

ュニティーにいくほど、がつがつはしていないというところがあって、そういうところは、

こういうコミュニティーというものを広げていくことによって、合致する率が非常に高い

のではないか。 

 ただ、１つ条件がありまして、この場合は、相手の男性の方の家事率、男性の育児休暇

取得率が非常に高いというところがありまして、ほぼ半々でとっています。営業部の男子

と財務経理部の女子が夫婦になったという例とかは、営業部の男子でも、半年間育児休暇

をとることを、普通にしているということがありますので、反対に言うと、男性も草食系

である必要があるということです。ちゃんと休める、そのための制度を整える必要がある

のではないかということでございます。 

 最近、社内で話題の記事なのですけれども、この記事とかも出てきて、日本の男性は、

家事をまるでしていないということがありますが、８％ですか、ひどいあれです。女性の

８％ぐらいしかしていないというところがあって、この辺が先ほど新居さんが言われた、

ロールモデルがいない原因の１つということになっているのだと思いますけれども、単純

に家事をする男性をいっぱい供給すれば、反対に言うことは、女性の結婚率が上がる可能

性が高いのではないかというところは、かなり有力な仮説としては、社内で言われており

ます。 

 次のページは、おまけなのですけれども、宇多田ヒカルさんのように、人生のパートナ

ーに求めるランキングの最下位は、経済力という女性の方は、なかなかいないのでしょう

が、そういう多様な価値観を、普通に認められる会社組織でなければならないというとこ

ろが、前提としてはあると思います。 

 ここから先は、ちょっと提案というか、見させていただいて、社内の総意プラス私の意

見として、あと、社長にも聞いてというところなのですけれども、結婚するのが当たり前
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というところというのは、もはやないと思っています。結婚したいというアンケート結果

で、高い数字が出てくるのですが、これは、０、１、２、３、４、５と、次につけてある

のですが、結婚したくない以外は、全部結婚したいに入れてしまっているのではないかと

いうところで、機会があれば結婚したいというのは、ほとんど４なので、そういうところ

ではなくて、０、１、２、３、４それぞれに対策が必要と思ってはおりますというところ

と、今回の場合は、例えば草食系の何々でと、ちゃんとその辺をしっかり決めて、やって

いく必要があるのではないかと思っております。 

 一応御提案としては、企業施策としては、ここに尽きると思うのですけれども、安定し

て、生涯夫婦で稼げる環境づくりである。具体的に言うと、40代で、夫婦そろって700万稼

げれば、安心して、結婚して、子供を産めるという環境になりますから、これを要するに

企業がどうやってつくっていくかということです。 

 休暇によりキャリアが途絶えない制度、工夫、あとは、時間、場所の制約により、職階

が落ちない制度、風土、例えば転勤とかもその１つです。我々の会社は、会社の命令で転

勤するというのは、まずないのですけれども、自己の都合で転勤するというのはありとし

ていくと、旦那の転勤先に奥さんがみんなくっついていって、うちの職場が変わってしま

うということがありますけれども、そういうものも障害の１つになっていると思います。 

 勤務地、時間の選択の自由というところで、ITを活用していただきたいというところも

ありますし、結果として、会社の中の採用率で、男女比と育休復帰率です。要するに男性

と女性の比率が同じで、価値観が同じであれば、自然とそういう夫婦がふえていくのでは

ないかと考えております。 

 もう一つは、企業内コミュニティー支援で、実際にピンポン部と財務経理部は仲がいい

ということがあるのですけれども、コミュニティーをつくる若者には、口に出さすにお金

を出すというところと、もう一つは、怪しいところができたら困るという透明性の確保で

す。我々の場合だと、使ったお金はこう使って、こういう人たちで騒いで、写真つきでブ

ログに書くというところで、透明性を担保しておりますけれども、その辺の報告をちゃん

とやってもらう。それプラスほかの人に楽しいということを言ってもらうことが大事と思

っております。 

 行政に対しての御要望ではございますけれども、男性の家事、育児参加率です。女性の

管理職比率を30％ぐらい上げたかったら、男性が家事をする比率を30％上げるという、単

純で、それだけの話でありまして、それで達成する話だと思いますので、その辺の配慮を

ぜひともお願いしたい。 

 例えば産休期間中とありますけれども、産休期間中に、奥さんが休みというのは当たり

前だと思うのですが、男も休みにしていいと思うのです。最初のところの１週間で、一緒

に授乳して、おしめをかえてということをやっていくだけで、大分変わってくると思いま

すので、逆に言うと、育児の機会均等というところをぜひとも進めていただければと思っ

ております。 
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 あとは、柔軟な働き方の推進で、正規雇用と非正規と分けないで、緩やかな働き方を認

めていくような、そういう制度のコミュニティーです。 

 婚活ではなくて、どちらかというと、社会活動のためのコミュニティーです。生涯のキ

ャリア教育であるとか、先ほどのmanmaの活動もその１つではないかと思いますけれども、

そういうコミュニティーの推進ということをちゃんと行政で、しっかりやっていただけれ

ばと思っております。 

 以上、駆け足になりましたけれども、終わります。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 働き方の面でも、新しい取組をやられているということです。 

 伺いたいという方がいれば、いかがですか。 

 安原委員、どうぞ。 

○安原委員 11ページのグラフで、誰もやめない会社、かつては離職率28％だったという

ことですけれども、これはどうしてこんなに激減したのか。そもそも非常に社風をお持ち

だと思うのですけれども、どうやってこのように社風が変わったのか、なぜ変えようと思

われたのか、そして、そこと男性の家事参加率の関係を、もうちょっと教えていただきた

いのです。 

○野水氏 なかなか一言では語り切れないのですけれども、一番大きいのは、トップの決

意、覚悟です。トップがこの先企業が伸びていくためにはと考えたときに、そもそも社会

課題を解決する会社にならなかったら伸びない。社会課題は何かといわれたら、少子高齢

化というところであるから、我々がよき社会人、よきロールモデルにならなかったら、市

場がふえないというところがシェア１位としての企業のあり方ということを考えて、自ら

育休をとって、実践し出したというところが一番大きなところではないかと思っておりま

す。それが一番大きな理由だと思います。 

○佐藤座長 あと、お一方ぐらい、おられますか。どうぞ。 

○新居委員 貴重なお話をありがとうございました。 

 どこかのページにあった、押しつけへの抵抗感であるとか、家事する男性をふやすこと

が共働きのできる女性をふやすということに関しては、すごく共感しております。 

 すごく同世代でも、今、就職活動が終わった時期なのですけれども、やはりサイボウズ

を受けるような大学の同級生も結構たくさんいます。 

○野水氏 ありがとうございます。 

○新居委員 働き方というものに興味があるような、そういう感度の高い子が行くような

印象を受けています。 

 １つ質問なのですけれども、通常の企業ができていないようなことができるということ

は、何か普通の企業がやっていないようなマインドであったりとか、仕組みがあるからこ

そなのだと思うのですが、例えばもとの職席に必ず戻れるようにするとなると、産休の間

に、Ａさんがいなかった場所に、Ｂさんがいたはずで、Ａさんが戻ると、そのＢさんはど
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こにいくのだろうとか、いろいろ課題も出てくるだろうと思うのですけれども、新しい制

度にした中で出てきた課題があるのであれば、それを教えていただきたいのと、その課題

をどういうふうに解決されているのかと興味があります。 

○野水氏 なかなか深い質問をありがとうございます。家庭の受け入れをやっております

ので、ぜひ言ってください。 

○新居委員 ありがとうございます。 

○野水氏 いっぱいいます。 

 １つには、きょう、集まっていらっしゃる皆さんの前で、非常に言いにくいのですけれ

ども、逆に言うと、中間管理職が一番邪魔をしていて、中間管理職の流動性をどう確保す

るかというところが一番の問題です。手当をなくしたとか、全員役職で呼ばずに「さん」

づけにするとかというのがそれで、要するに役職者は偉いという概念をまず廃止する。 

 その上で、要するに部長が偉いのではなくて、給料をたくさんもらっている人が偉いと

いうか、何というか、スキルを持っている人が偉いとすると、専門職と管理職というのは、

同等という役割になりますので、私は、今、専門職ですけれども、正直言って、役員並み

の待遇でいただいていますので、部長以上のお金もいただいていたりするので、要するに

そういう人たちをどう活躍させるか。 

 その人たちが副業とか、何とかというところで、私も副業をやっていますけれども、２

つ、３つの会社に所属していくということになれば、会社というのは、新しい成長のステ

ージに立つことができますので、そういう会社に頑張って変えていくということです。 

 ですので、最初に部長をくびになったときは、私もへこみましたけれども、自分の給料

は、部長のときよりも、部長をやめたほうがずっと上がっているという現実があって、そ

ういう体制というか、そういう評価制度とか、そういうやり方をどう進めるかというとこ

ろが一番問題で、一番難しいところではないかと思います。 

○新居委員 ありがとうございます。 

○佐藤座長 それでは、まだあるとは思いますが、いいですか。 

 きょうの最後の報告ということで、内藤委員からお願いします。 

○内藤委員 労働政策研究・研修機構の内藤と申します。風邪を引いているので、お聞き

苦しくて申しわけございません。 

 これまでの報告と大分毛色が違いまして、最もこういった取組が最悪なパターンに陥る

場合を想定してという感じのお話になります。皆さんの論調と違くなりますが、お許しく

ださい。 

 企業等の結婚支援に関する留意点ということで、私は、労働法専攻ですので、主に企業

等ということで、職場のハラスメントの観点から、何点か述べさせていただきたいと思い

ます。 

 今、職場のハラスメントは、さまざまなハラスメントがありまして、職場のパワーハラ

スメント、セクシャルハラスメント、性別に関連するハラスメント等々、さまざまなハラ
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スメントがありまして、そういったさまざまな観点から、結婚支援がどういった問題を含

み得るのかということを、少し述べていきたいと思います。 

 まず最初に、職場のパワハラなのですが、これは、こちらにもあります、佐藤先生が座

長になりまして、2012年に職場のいじめ、嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グ

ループというものが厚労省でできまして、皆様のお手元の資料６－２として、Ａ４の横の

ものをお配りさせていただきました。そのときの報告の概要です。 

 こういったものを、このワーキング・グループで出しまして、裁判例をもとにした６つ

の行為累計を発表しました。このＡ４横のものですと、真ん中の２の２つ目の○の①から

⑥のところが、６つの行為累計です。その第６類型が個の侵害というものです。私的なこ

とに過度に立ち入ることが該当します。 

 そこで、どういったものが個の侵害に該当するかということですが、いろいろなものが

あります。裁判例ですと、結婚指輪を外せとか、髪の毛を切れとか、髪の毛を黒くしろと

か、そういったことについて、業務上の必要性がないのに、それを強制するといったこと

について、個の侵害に当たると判断したケース等があるのですが、実際は、斡旋事例など

では、結婚に関する言動の事案が多く寄せられています。 

 そこで、厚労省では、このワーキング・グループ以降、広報事業を展開しておりまして、

私もその委員会で座長をやらせていただいているのですが、そこでつくりました動画を皆

さんに見ていただきたいと思って、持ってまいりました。お願いいたします。 

（以下、動画再生開始） 

 ①「ヒガシヤマ店長、来週の金曜日に、有給休暇を取得させてください。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 えー、有給休暇ですか。確かニシダさん、今月末にも３日間の休暇を申請していました

よね。今月末に有休をとる上に、来週も有休をとるのですか。どうしてそんなに有休をと

るのですか。あっ、そっか、例の彼氏とどこかへ行くのでしょう。 

 いえ、申しわけありませんが、ただの私用ですので。 

 休暇が私用なのは当然じゃないですか。そんなに恥ずかしがらなくてもいいですよ。部

下のプライベートを把握しておくのも、上司の務めですからね。」 

 ②「あの先日御相談した有給休暇の件で。 

 その件ですか、ニシダさん。やっぱり例の彼氏とデートなのでしょ。 

 いや、そういうことでは。 

 気にしなくていいのよ。格好いい彼氏といううわさだから。今度、写真見せてよ。ほら、

スマホとかにあるでしょ。見せてよ。そろそろ結婚とかするの。ニシダさん、若いのにバ

ツイチだから、そろそろ再婚したいでしょう。前の旦那さんのこと、今の彼氏は知ってい

るの。 

 あの店長、きょうはそういう話ではなく。 

 彼氏の話じゃないのだったら、何なの。 
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 先日御相談した有休ですが、親戚の法事がほかの日に変更になったので、有休をいただ

かなくてもよくなりました。先日は、済みませんでした。 

 再婚じゃないのだ。」 

（以上、動画再生終了） 

○内藤委員 ありがとうございます。 

 結婚に関する、結構これは、本当は笑いをとれる動画なのですけれども、話題になった

ほうがいいと思って、こういうつくりにしているのですが、それはともかく、今回、再婚

ということがありましたけれども、それに関する言動をハラスメントととられることが結

構あります。 

 こうした動画をつくってみたのですが、このように業務上の必要性なく、通常は結婚と

いうのは、業務上の必要性がないと考えられますから、結婚や交際等のプライベートな事

柄を聞き出そうとしたり、触れたりする発言というのは、個の侵害に当たる可能性がある

と思われます。 

 なお、この個の侵害型の行為については、行為が行われた状況や行為が継続的であるか

どうか、つまりその関係性とか、軽い一言ですとか、そういったことによっても、パワハ

ラに該当するかの具体的な判断材料になると思います。 

 事例としては、いろいろありまして、厚労省の2012年に行いました調査では、いい年を

して結婚もしていないということを言われたとか、交際相手の有無について聞かれ、過度

に結婚を推奨されたという事由事実があったほか、我々が都道府県労働局で扱った、あっ

せん申請事例から、前回の自己紹介のときに申しましたが、会社の信用に関わるとして、

上司に呼ばれ、つき合っているといううわさがあるが、その人と結婚するのかなどの質問

をされたという事例です。 

 それから、所長である上司に、これは離婚ですけれども、妻と早く離婚しろといったプ

ライバシーを他人に言いふらされると、こういったもので、都道府県労働局に、いじめ、

嫌がらせ、ハラスメントということで、あっせんが申請されております。 

 統計で見てみますと、個の侵害型の行為というのは、男性よりも女性が多く受け付けら

れているということがわかります。もう一つ、メンタルヘルスへの影響なのですが、ほか

の類型、先ほどお示しした①～⑤のワーキング・グループのほかの類型よりも、個の侵害

型の行為が含まれている事案です。事案というのは、さまざまな行為が含まれていること

が普通なのですけれども、これがひとたび含まれますと、全く含まれていない事案よりも、

メンタルヘルスに影響を引き起こしやすい。労働局にきている事案で、本人、申請人に、

メンタルヘルスの不調が起きているかどうか見ているのですが、多数の３分の１の人に、

メンタルヘルスの不調が起きているのですが、個の侵害型の行為の場合は、有意な連関が

見られています。つまり今のところ、統計からは女性が多く、さらに個の侵害型のこれは

結婚だけに限らないですけれども、メンタルへの影響があるということです。 

 次に、セクシャルハラスメントを見てみます。これは御存じの方もいらっしゃるかもし



30 

 

れませんが、平成27年に出た、海遊館事件の最高裁判決を少し紹介いたします。 

 これは、管理職２名に対するセクハラを理由の出勤停止処分等の有効性を争われた事案

です。管理職２名がいまして、１名は、とても卑猥な発言をした人です。もう１名のＸ２

が被害者となった、派遣労働者の年齢や見込んであることに触れるような発言をしました。

具体的に言いますと、幾つになった、もうそんな年になった、結婚もしないで、こんなと

ころで何しているの、親が泣くといった発言です。全部のＸ２の発言は、最後のページに

つけておりますので、その他の発言も後で御覧いただければと思います。 

 こういう発言を含む発言をしたＸ２について、最高裁は、職場において、１年余りにわ

たり繰り返したこういう発言等の内容は、いずれも女性の従業員に対して、強い不快感や

嫌悪感、ないしは屈辱感等を与えるもので、職場における女性従業員に対する言動として、

極めて不適切なものであって、その執務環境を著しく害するものであったというべきであ

り、当該従業員の就業意欲の低下や能力発揮の阻害を招来するものといえると判示しまし

て、このＸ２を出勤停止10日とした出勤停止処分で、実は、この出勤停止処分があって、

さらに降格処分を受けているのですが、これらが本件各行為を懲戒事由とする、懲戒処分

として、重きに失し、社会通念上、相当性を欠くということはできないとして、海遊館が

行った処分を妥当としました。 

 セクシャルハラスメントに最高裁までいったのは、これが初めてになります。そういっ

た事案で、こういった結婚に関係する発言を含むところで、割合、出勤停止10日という重

い処分が妥当とされたということは、注目に値すると思っています。 

 それ以下の丸ポチのところは、民間労働者対象の男女雇用機会均等法、これは均等法と

呼ばれるものですが、均等法や国家公務員対象の人事院規則では、セクシャルハラスメン

トの中のルールの中で、性的言動だけではなくて、性別役割に基づく言動というものにも、

広げて考えてきているということを紹介しています。 

 均等法ではここに書きましたけれども、事業主に対して、セクシャルハラスメントに関

する措置義務を規定しています。この措置義務というのは、窓口の設置とか、ルールの周

知とか、そういったことなのですが、これは性的な言動と定義されているのですが、今で

は、改正を重ねまして、指針で、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景には、性別

役割分担意識に基づく言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことも重要と

明記されるように至っています。 

 先ほど私が厚労省調査で、個の侵害型の行為は、女性が多いと申しました。恐らく女性

のほうがプライバシーに関する発言を受けやすいと推察されます。こういったことが性別

役割分担意識に基づくということで、これらをなくすということも重要と、均等法指針で

はいわれているということです。 

 人事院規則については、そもそもセクシャルハラスメントの行為を広く捉えていまして、

性的言動だけではなく、性による差別意識に基づくものも含むとされています。試しに人

事院のホームページに先ほどいってみましたら、これってセクシャルハラスメントという
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チェックリストの中で、女性職員には、早く結婚したほうがいいと必ずアドバイスを用意

しているということと、子供のいない職員がいたら、心配になり、早くつくったほうがい

いとアドバイスした。これらについて、いずれもセクハラの観点から、問題ありとの解説

がなされております。 

 今、申しましたように、性別役割、ジェンダーに関するハラスメントというのは、現状

では、それだけ単独で日本においては、これが違法であるという規定はないのですけれど

も、調査結果では、例えばまだ結婚していないのは、どうして結婚しないのなどの発言に

ついては、46.9％、それでは結婚できないなどの発言については、約30％の女性が受けた

と回答しています。 

 この不快度については、１～５の５段階のうち、５がとても不快というものですけれど

も、それぞれ4.01、これが前者ですが、後者については4.18を示しておりまして、個の発

言を受けた労働者の多くは、不快だと感じています。その他のジェンダーに関する発言よ

りも、かなり不快ではと判断しています。 

 さらにこうした発言は、女性の就業意欲や心身の健康に及ぼす影響が少なくありません。

こうした発言を受けた女性の16.8％が仕事のやる気がなくなった、7.6％が自分に自信をな

くしたと回答しています。こういったように、ジェンダーのハラスメントで、均等法の指

針は、今、御紹介したとおりですが、それについても、明記が進んでいるところです。 

 外国に関しても、外国では、性別に関するハラスメントが法規定化されていまして、こ

れについては、こちらの別途お配りしていただいた、資料６－３の労働政策研究・研修機

構にコラムに書きました、このパラグラフで言いますと、１ページ目の一番下に書きまし

たけれども、EUでは、指令において、セクハラとともに、性別に関連する職場のハラスメ

ントについて、禁止されています。指令を受けて、EU各国でも、この性別に関連するハラ

スメントについての法規定を持っているという状況で、日本でもそのようなことが労働法

エリアでは、検討されていくものだと思います。 

 憲法では、そもそも憲法24条１項を御存じだと思いますが、婚姻は両性の合意のみに基

づいて、成立してあります。この趣旨は、婚姻に対するさまざまな干渉や介入を排して、

婚姻の自由を保障したものです。ですから、直接的な裁判があるわけではないですが、憲

法上、保障されたものということもあります。 

 それから、もう一つ、セクシャルマイノリティーの観点からも、少し留意点があると存

じます。性的指向や性自認の多様なありようを認めない職場では、同性愛者などのセクシ

ャルマイノリティーは、事実上、カミングアウトはできません。同僚や上司からの結婚に

関する質問や言動は、本人にとって苦痛となる場合があります。実際に私が性的マイノリ

ティーの方にヒアリングをしてきたケースでも、何々さんのために結婚手当を用意してあ

るのだとか、それは真実なのかもしれませんが、本人にとっては、大変不快であった。そ

のことをもう何十年もたっているのですが、話してくれました。 

 最後に、マリッジハラスメントという言葉があるそうです。ネットで試しに調べました
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らありました。こういったもの、こういうふうに言われないようにするには、どうしたら

いいか。 

 まず１点目は、厚労省ですが、妊娠、出産、育児休業等を理由とするハラスメント、い

わゆるマタニティーハラスメントというものですが、それに対する事業主の措置義務が導

入されています。これは、2017年１月１日の施行になっていまして、具体的には、妊娠、

出産部分が均等法の改正、育児休業等というのは、介護休業を含んでいるのですが、これ

について、育児介護休業法の改正がされていまして、１月に施行されるということです。 

 その項目というのは、セクシャルハラスメントの措置義務と非常に似たものなのですが、

ちょっと違う部分がありまして、それはその間にセクシャルハラスメントの措置義務がで

きた後に、先ほど話がありましたが、女性活躍推進法という法律ができまして、これも４

月に施行されていますが、この参議院での付帯決議で、あらゆるハラスメントに一元的に

対応する体制の整備が求められたのです。この関係で、均等法と育介法の改正があったと

いうことで、あらゆるハラスメント、これはセクシャルハラスメントでもですし、パワー

ハラスメント、こういったマタニティーハラスメントについて、一元的に対応するという

ことが、今般、均等法、育介法のマタハラの措置義務で定められました。具体的には、指

針の中に入っています。 

 さらに妊娠、出産、育児休業というのは、その前に婚姻がついていることがありまして、

連続したものです。そうなってきますと、どれが理由となって、ハラスメントといったら

難しいです。そうなってくると、幅広に育児休業が理由なのか、妊娠が理由なのかがよく

わかりませんから、労働者からハラスメントを受けたといったら、幅広に受けなければい

けない。そういった措置義務、指針の中身も導入されております。そういったことから、

企業等では、今、大急ぎで対応してくださっているところだと思いますが、そういう状況

になります。 

 ２点目、最後の３ページの丸ポチ、これは、私が今回考えた結論ですが、そうなってき

ますと、結婚を希望するか否かではなくて、希望してもいなくてもということですが、企

業等による結婚支援をどう受けとめるか、つまりプライバシー侵害とか、ハラスメントと

受けとめるのかどうかということが問題であろうとすると、企業等による結婚支援を利用

したいという労働者個人の当該労働者の明確な意思表示がある場合、これはハラスメント

ということではないです。 

 でも、そうではない場合は、どう思っているかわからないです。となると、ハラスメン

トであると、その人から捉えられる可能性、リスクが企業にとっては生じてくるのではな

いかと思います。ハラスメントであると捉えられるということは、場合によっては、さま

ざまな紛争に発展する可能性があるうえ、それは、これまで紹介したような労働局のあっ

せんもあれば、裁判ということもあろうかと思います。さらに先ほど調査結果もお示しし

たように、労働者の就業意欲等に影響を及ぼす可能性というものがありまして、企業にと

っては、余りいい策ではないのかもしれません。 
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 そもそも最初に非嫡出子の話が、１回目で出たと思いますが、非嫡出子の相続分を嫡出

子と同等にする法改正はされましたが、非嫡出子に対する社会的な差別は大きいと思いま

す。もしも少子化問題を考えるとすれば、まずは非嫡出子に対する差別とか、法律婚主義、

こういったものも問題にするという必要があるのではないかと、最後に思いました。 

 もう一点、今、結婚を推奨するような言動について、少しコメントしたのですが、結婚

したら、仕事をやめるのだろうとか、結婚したら配置転換だとか、そういったような慣行

もあるかもしれません。こういうことは以前もありまして、住友の結婚退職制度、これは

裁判所で争われた、1966年に判決が出たものですが、これ以来、規定になくても、運用上、

そういった結婚したら、仕事はやめるという制度があるような場合を含めて、これは、均

等法の趣旨に反すると考えられます。具体的に、今、均等法の９条１項において、婚姻を

理由とした退職というのは、禁止、違法とされております。 

 また何か質問があれば、お願いします。 

○佐藤座長 企業が社員の結婚支援をするところのハラスメントの境界で、現場での管理

職の部下指導等とハラスメントの違いは何かというと、同じようなところがあって、部下

を指導するというのはやっていいのです。でも、あるところを越えると、ハラスメントに

なっているので、これはなかなか難しいのですけれども、そういうのは、結婚支援などを

やる場合でも、出てくるという話で、だからといって、余りそのことを考えると、何もし

なくてもいいと言うわけではないと思うのですけれども、そういうことも考えながら、す

るのかというお話だと思います。 

 御質問があれば、どうぞ。いいですか。 

 どうぞ。 

○天野委員 資料６－１の法律婚主義のところで、非嫡出子に対する社会的差別が大きい

からこそ、こういう少子化問題の中でも差別というものがより大きく出てきている、もと

もとの社会的な差別をどうにかしていくべきではないか、という、内藤委員の御意見が非

常に響きました。 

 これについては、私は特に非嫡出子以外にも、LGBTで感じておりまして、例えば結婚を

勧められたことに対して、非常に不快に思ったという事例を、内藤委員が御紹介されてい

ましたけれども、例えば現在、渋谷区では、同性婚ということが認められております。で

すので、例えば同姓婚が法律的に認められていれば、結婚の話をされたとしても同性を愛

するという方が傷つくということが減るのではないかとは思います。ですので、こういっ

たことは他のダイバーシティとともに、並行して進めていくべき話なのだということを痛

感させられた次第です。ありがとうございました。 

○佐藤座長 とりあえずいいですか。 

 それでは、まだあるかもわかりませんが、一応ここまでにさせていただいて、最初に御

説明させていただいた、前回までの議論で、渥美委員のものがありますので、渥美委員の

ものを先に簡単に御説明いただいて、最初の１と２の資料ですが、あれに少し追加したい



34 

 

とか、こうだということがあればということで、お願いします。 

○角田参事官 そうしましたら、資料７を御覧いただければと思います。 

 資料１でいきますと、論点の４．国・自治体の支援はどうあるべきかということで、き

ょう、御欠席の渥美由喜委員から、御意見を頂戴しておりますので、御紹介させていただ

きます。 

 おめくりいただきまして、この資料は、論点４．国・自治体の支援はどうあるべきかと

いうことで、企業・団体・大学等の取組の考え方ということでありまして、まずはモデル

事業という形で、取組の効果を検証した上で、優良事例について、横展開を進めるべきで

はないか。 

 その際に、地域少子化対策重点推進交付金を有効活用して、国が自治体における企業・

団体・大学等の取組事例を収集することによって、全国に横展開すべきではないか。 

 なお、結婚という個人のデリケートな部分への行政の介入と受けとられるということの

ないように、最大限の配慮をすべきであるということです。 

 次のページにいきまして、モデル事業の具体例としまして、企業・団体・大学等の取組

として、以下のようなものが考えられるのではないかということで、①から⑤までという

ことで、事例をお示しいただいています。また、渥美委員は、本日、御欠席ですけれども、

次回以降、この詳細について、御提案のプレゼンをさせていただきたいということでござ

います。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 資料１に御意見がある方ということで、なければ、きょうの御報告について、

残りが少しありますので、あのとき本当は聞きたかったのに、抑えられてしまったという

ことで構いませんので、いかがでしょうか。10分弱ぐらいあります。 

 そうしたら、これまでの御報告について、もう少し聞きたいことがあったということが

あれば、それでも構いません。どうぞ。 

○有田委員 今の内藤委員のお話なのですけれども、御想像のとおり、私は３ページの一

番下のパラグラフに強く反応しておりまして、例えば先ほどの高知県のほうには、ポスタ

ーの掲示の話とかありましたが、職場にポスターの掲示をすると、掲示を認めた管理職は、

訴えられる可能性があるということなのでしょうか。素朴な質問です。 

○佐藤座長 どうぞ。ポスターの中身の問題もあると思います。 

○内藤委員 ポスターはあれです。マッチングとかの募集とか、そういったものでしょう

か。 

○尾﨑委員 マッチングシステムの御紹介とかですね。 

○内藤委員 それは多分皆さんにお配りした、ワーキング・グループ報告、佐藤座長がま

とめたものですが、これの点々の真ん中あたりに囲ってあるのが、我々が提案した概念で

すが、最後のところの２行目、精神的・身体的苦痛を与える。その前の業務の適正の範囲

を超えてというのは、業務上かというと、違うのかもしれないので、適性の範囲を超えて
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いるとなるかもしれません。次のところです。精神的・身体的に苦痛を与える、または職

場環境を破壊する行為をいうということで、これは、それをどう読むかだと思います。 

○佐藤座長 ポスターを貼って、こういうものをありますかというだけなのか、上司や会

社が行けというふうに、行かない人に何で２回目いかないのと言うかどうかです。多分そ

こだと思います。本人が希望していない人もいるので、その人が行くことを強制されたと

思うと、パワハラになる可能性がある。 

 それは、ほかのでも同じです。このことだけではないのです。私は、逆に言うと、そん

な深刻に考えなくてもいい。普通に会社の部下マネジメントで、ハラスメントということ

が、ちゃんと考えているべきだと思うのです。そういうものを嫌がる人に行けということ

ですから、そういうことをこれは婚活でよかれと思って、やってしまうとまずいのです。

そこだと思うのです。 

○有田委員 この間、三輪先生の話で、風通しのいい職場とか、そういうところだと、私

は何の懸念はないのです。 

○佐藤座長 そういうことです。 

○有田委員 必ずしもそんなばかりではないですから、貼ってはいけない職場もあるとい

う実態があり得ると思っての質問なのです。 

○佐藤座長 上司のほうが、自分たちは普通に結婚できたと思っている人が多いのです。

その環境があったので、部下の結婚ができないというのは、変な話、何かおかしいと思っ

ている人が必ずしもいたりするわけです。そういうところだと起きやすいと思います。 

 逆に言えば、サイボウズさんは、そういうことを社員がやっている。だから、社員同士

のハラスメントが起きる可能性があるのです。 

○野水氏 リスクはあると思っています。今まで問題になったことも何件かはあります。

あるけれども、できるだけ問題を出すという風土をやることが大事で、いきなり何の訴え

もなく、訴えるという話になるのは、もう信頼関係としてどうだというところがあるので、

その前に話し合える体制をつくった上で、ある程度のリスクを許容するという体制です。 

○佐藤座長 少し前に、課長になる前に結婚したらみたいな時代があったわけです。それ

がなくなったのはいいのですけれども、そういうふうに思っている人がいたりするところ

でやると、起きるかもしれません。こういうものをやると、問題なのは、今までは黙って

いたのが、言ってもいいのだと思ってしまう人が出てくる可能性があるのです。 

 だから、そういう管理職というのは、ほかでも問題を起こしかねない管理職なのです。

このことだけではないと思うのです。 

○有田委員 だから、先ほど風通しがいいと言ったのですね。 

○佐藤座長 そういうコミュニケーションをされていれば、本当に自分のことを考えてい

ってくれているのだと思って、とりあえず１回見て、２回目は行けよとか言わないとか、

信頼関係はすごく大事です。 

○内藤委員 先生がおっしゃるとおりなのですけれども、追加するとすれば、先ほど先生
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が言われた例と逆ですけれども、女性だから、早く産んだほうがいいという趣旨で、早く

結婚しなさいみたいな、何個か例を出しましたが、そういったことで、女性に対してのみ

とか、繰り返しではなくても、女性に対してのみそういうふうに言うというのは、よくあ

ることだと思いますので、それに関しては、均等法上の問題等はあるのではないかと思い

ます。 

○岡崎委員 岡崎です。本日は、本当にありがとうございます。 

資料２に関して申し上げます。前回、今回を通して、この結婚支援というテーマは、非

常にプライベートかつデリケートなことであり、今日の内藤委員からのお話で、「あくま

で本人の自由意思に基づく必要がある」ということ、大変理解が深まりました。 

 それを踏まえた場合、資料２の「結婚意欲高」かつ「婚活をしている」対象に対する「求

められる支援」に、「民間サービス活用のさらなる促進」も加筆されてもよいのではない

でしょうか。例えば企業に所属している人が民間サービスを活用される際、その費用等を

一部企業が補助する、それを行政が支援するということもあるのではないでしょうか。ま

た、民間サービスの活用については、「怪しいサービスが混じっていて、怖い」という声

もあるとのことですので、資料３－１の７ページで指摘されているように、民間サービス

の認定制度があると、安心して利用できるのではないかと思いました。 

○佐藤座長 ３つ目は、婚活は経産省で認定制度をつくったのか。７～８年前ですが、一

応あることはある。ですから、結婚情報サービス産業については、一応経産省が後押しし

て、つくっているものがあります。 

 どうぞ。 

○内藤委員 今、先生がおっしゃったように、民間の結婚紹介サービス、認定されている

とすれば、なぜ今回、企業等が、団体等が独自であるという方向性になる必要があるので

しょうか。誰に向けていいのかわかりませんが、どうでしょうか。 

○佐藤座長 今、あるのは、結婚相手を紹介したり、女性との付き合い方がわからない上

とか、そういう個人に対する支援で、お金を払ってやるような有料のものはあるのです。

それとは別に、もう少し自治体なり、企業が出てきてもいいのではないかという話だと思

うのです。だから、それがいけないというわけで、そういう人を利用している人は、今も

既に利用している人はいるわけだけれども、それを利用しようと思わないで、何となく待

っていれば、結婚できるのではないかという人がいることをどうするかという話だと思う

のです。結婚したいと思うのだけれども、そういうものを利用する人も、アクティブに動

いている人なのです。動いていない人もたくさんいる、そこのところをどうするかという

話だと思います。 

 ですから、転職も、転職をしようと思って、いろいろやっている人もいるのだけれども、

不満だけあって、転職しない人がいるみたいな話で、そこをどうするのかということだと

思います。 

○天野委員 サイボウズの資料５、11ページにつきまして、もう一度お聞きしたいことが
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ございます。以前は離職率が３割近かったことがあったという発表なのですが、３割近か

ったときの離職率を上げていた、一番の理由は何だったのだろうかというところを教えて

いただけたらと思います。 

 これが勝手な憶測なのですが、IT業界ということで、長時間労働だったのではないか。

そうすると、長時間労働で、長い時間同じ職場にいた人を好きになったけれども、３人に

１人が程なく去ってしまう状況や、長時間労働から病んでしまうという状況があったかも

しれない。今のサイボウズさんのような職場結婚が順調に進んでいくような状況になり得

なかったかもしれないと思いました。３割やめていた一番の原因は、何だったかお聞きし

たいです。 

○野水氏 回答がブラックで申しわけないのですけれども、缶詰の長時間労働の中に、男

女を押し込めると、意外と婚姻率が上がるという、一方で、そういうことがありますので、

社内結婚率が上がった、下がったかというと、変わらないというところが回答だったりし

ます。 

 高かった原因ですけれども、長時間労働もありました。ただ、全体的には、解析しても、

停滞期に当たっていたということがあって、結局、将来展望が持てないという会社で、し

かも、給料が上がらない、そんなに待遇もよくない、長時間強要されるということで、当

時は、単一価値観で、要するに外資系の企業をマネして、目標を達成して、すごく数字を

出した人ほど、給料が上がるというインセンティブシステムだったのですけれども、それ

がうちの会社の社員には合わなかった。要するに日本企業を目指して、入社してきてくれ

た方には、全く合わなかったというところが、主要因なのではないかと考えています。 

○佐藤座長 尾﨑委員、どうぞ。 

○尾﨑委員 私は、今、高知県の例を御説明しましたけれども、これは、あくまで高知の

例です。高知としては、こういうことにニーズがあって、例えばマッチングシステムをつ

くっても、あっという間に多くの皆さんに登録をいただいたということだろうと思うので

すが、様相というのは、もう少し都会の県だと違うと思うのです。まさに民間サービス、

高いお金を払ってでも使ったほうがいいということもあったりするでしょうし、高知など

の場合、中山間地域だと、絶対数が少なくて、身近に出会う人がいないので、しかし、県

内でこういうものがあって、県内のそういう誰かと出会いたいといったときに、個の自治

体のサイトがニーズにあったということなのだろうと思うのです。 

 ですから、企業・団体支援について、今後、考えていくに当たって、全国一律にしゃく

し定規に考えないほうがいい。地域少子化対策強化交付金の創設に当たっても、子ども・

子育て会議などでも、私が常々申し上げてきたことですけれども、かなり地域性がありま

すので、そこの地域性ということにも、最終的に配慮した制度にしたほうがいいと思いま

す。 

○佐藤座長 ありがとうございます。重要な視点だと思います。 

 まだまだあると思いますけれども、きょうは、それぞれ大事な御報告をどうもありがと



38 

 

うございました。 

 それでは、きょうはここまでということで、事務局から、次回等の進め方について、御

説明いただければと思います。 

○角田参事官 次回ですけれども、次回につきましては、11月22日の16時から18時に開催

を予定しております。内容的には、団体の取組事例としまして、愛知県法人会連合会さん、

トヨタの関係の８社が、一般社団法人茨城ワクドキクラブとして活動されておりますので、

そういった方々、大学生向けのライフデザイン教育ということで、別府大学の佐藤教授、

企業の従業員向けライフデザイン教育ということで、秋田県さんをお招きして、ヒアリン

グを行いたいと思っております。詳細につきましては、追って御連絡させていただきます。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 また次回もよろしくお願いします。 

 


