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第４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12月７日（水）11:00～13:00 

               場 所：中央合同庁舎第８号館８階特別中会議室 

 

○佐藤座長 それでは、定刻になりましたので「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４回会議を始めさせていただきます。 

 本日は、加藤大臣、石原副大臣、豊田大臣政務官は御欠席ということです。 

 三輪委員も御欠席です。 

 あと尾﨑委員の代理として、門田高知県地域福祉部長が御出席です。 

 本日は、前回まで、委員の皆さんや外部有識者の皆さんから、取り組み等について意見

交換を行いました。今回は、それに基づいて御意見を具体的な検討会の提言骨子（案）に

ついてまとめていただいていますので、それについて御議論いただくということがメーン

の議題になります。 

 議題に入る前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。では、よろしくお願いし

ます。 

○角田参事官 お手元に「配布資料」という紙があるかと思いますけれども、この「配布

資料」のほうにありますとおり、資料１～６まで、参考資料が３つ、閲覧用の資料、ファ

イルがあるはずですので、もし漏れなどあれば事務局のほうにお申しつけください。 

 続きまして、資料１、資料２について御説明いたします。 

 資料１、検討の論点ということで、前回までの御議論、検討会で出た御意見のほかに、

皆様からこの間、第３回以降、いろいろと事務局のほうに提出いただいたものも含めてま

とめさせていただいております。資料２のほうも同じく前回から今日までの間にいただい

たものを反映させておりますので、ごらんいただければと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 それでは、先ほどお話ししましたように、本日は骨子案について御意見いただくのです

けれども、その前に、渥美委員と新居委員から資料を提出いただいていますので、それぞ

れ御説明いただいた議論したいと思います。 

 それでは、初めに、渥美委員からお願いいたします。 

○渥美委員 渥美でございます。 

 私は、ワーク・ライフ・バランスを研究テーマとして、これまで 20年以上、1,000社を訪

問、ヒアリングしてきたというのが自分の強みだと思っています。特に地方の中小企業の

取り組み、また、私、幾つかの自治体で政策アドバイザーという肩書きも拝命しています。
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自治体の少子化対策というのが私の研究テーマですので、まず開いていただいて、自治体

が目指すのは「冠婚創生」という。 

 今回、議論を伺っていても、また私自身も実感しているところは、都市と地方の意識格

差は非常に大きいと思います。ですから、都市部では余り必要性を感じないかもしれませ

んが、特に過疎地域では、やはり結婚支援、自治体、団体等で取り組むというのは非常に

重要だと。これは冠婚葬祭ならぬ「冠婚創生」ということだと私は思っています。 

 自治体が目指すべきは若年人口の流出に歯どめをかけた上で、IJUターン施策を推進する。

これには異論がないと思います。冠婚というのは絶好のタイミング。例えば成人式という

のは若年者が地元に戻って一堂に会する好機である。 

 冠婚創生と申し上げたのは、カンパニーのカン、独身者を中心に、行政、企業、団体・

大学とステークホルダーが手を結ぶという意味で、皆で温かく見守る環というところで環

と申し上げています。 

 ２つ目、企業・団体・大学等の取り組みの考え方ですけれども、そもそも内閣府のモデ

ル事業等で取り組みの効果を検証した上で、優良事例の横展開。私はチェック、アクショ

ン、プラン、ドゥーだと思っているのですけれども、基本的にはモデルでアクションで、

うまくいっていればそれを全国展開という話かなと思っています。 

 この点では、地域少子化対策重点推進交付金というのは、もっとこのテーマでは有効活

用する余地があるのではないか。国が自治体における企業グループ、個別企業の取り組み

というよりは共同・連携する複数企業の取り組みを事例収集する。また、団体・大学等の

取り組み事例を収集して優良事例は横展開。ただ、これも再三、ほかの委員からも御指摘

があるように、結婚という個人のデリケートな部分への介入と受け取られない最大限の配

慮をなすべきだとは思います。結婚したくない人に強制、ハラスメント、現制度では結婚

したくても、できない人（LGBT等）への配慮は必要だと。 

 私自身の体験なのですけれども、私は妻と結婚するまで十数年、彼女いない歴というの

がございました。その間、職場、先輩、同僚から合コンに再三誘われたのですけれども、

ひたすら断り続けて、私は最初、職場で、ワーク・ライフ・バランスとダイバーシティを

研究するなと言われたのです。それで業後にやるしかなかった。ひたすら業後はそういう

ことをやっていたら、あいつはホモではないかといううわさが立って、ゲイだって嫌だっ

て、そういうことで反発すること自体が何か LGBT差別かなと思って放置していたら、その

うわさが定着してしまって、私が結婚したときに、あいつはついに偽装結婚したらしいと

言われて本当に迷惑しました。 

 つまり、相手が女性だろうが男性だろうが、そういうデリカシーのないハラスメントと

いうのを身を持って体験している人間です。ただ、とはいえ、やはり少子化対策の研究者

として、特に自治体等が子育て支援や結構支援に取り組む意義は大きいというのが私の考

え方。ただ、直接結婚支援よりも先に働き方改革で生活時間を拡大する。その選択肢とし

て、例えば私は自分がやりたい研究をやった、オフにそうやって自己研さんしてきたこと
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が今のキャリアにつながっているとか、あるいは婚活という、生活時間における選択肢の

一つとして、あらゆる社員を応援するという、それは基本スタンスかなと思っています。 

 続いて、モデル事業の具体例としてここには５つ書いています。企業の実態調査。これ

は調査とはいえ、やはりプライバシーにかかわることですので匿名性の担保は必須かと思

います。団体等に、結婚支援窓口を設置・情報共有。企業内における婚活応援の情報共有。

複数企業間における当事者に、交流機会の提供。５つ目、ロールモデルの提示などライフ

プランニングを支援する取り組み。 

 まず１つ目の実態調査なのですけれども、これは団体による「会員企業の結婚支援の実

態調査」、あるいは団体、企業による「社員のニーズ調査」。これはあくまでも結婚に関

する調査というよりは、結婚に起因する離職予防を目的とすべきだと私は考えます。後述

するとおり、結婚でまだ特に女性の３割が離職しているという現状は大きな国家的課題だ

と思います。特に地方自治体においては、労働力の確保という観点から、この離職予防の

観点から、やはり結婚というものにきちんと企業が前向きに取り組むというのが必要なこ

とかと思います。 

 ただ、そういう情報収集にナーバスな企業も当然あるでしょうから、調査項目には留意

が必要だと。私自身が企業子宝率という合計特殊出生率の企業版を10年前から開発して、

これまで自治体において、ことしは十数の県市で、調査した企業数は１万社を超えていま

す。よく産むことを評価する指標だと勘違いされて、時々厳しい声をいただくのですが、

私は全然そういう思いは全くなくて、そもそも産みづらい職場、風土とか産みやすい、両

立しやすい職場、風土とか、風土を定量化したいと思ってこの指標を開発しています。 

 結論を申し上げると、同一業界、同一規模の会社の企業子宝率の高低差はかなり大きい

です。例えば私、企業名は当然守秘義務があるので出さないのですけれども、約１年半前

に日経ビジネスでかなりダイバーシティの先進的な取り組みをしている大企業が実際に企

業名を出して、企業子宝率を巻頭記事で出ています。カルビーとか本当にトップが熱心な

企業においても大企業は低いです。むしろ企業子宝率が高いのは中小企業が多いです。企

業子宝率が低い企業、ちなみに、そこで協力した大企業はほぼ東京都の平均並みです。だ

から、極めて低いということではないです。ただ、やはり子育てを両立しにくい風土はあ

る。制度は整っても風土はまだ中途段階。 

 また、若年社員が多い。これはこれから産むということでは低くなってしまう。そうし

た企業ほど社員の離職率は高い。これは福井県で子宝率を調査して、子宝率が高い企業ほ

ど離職率は低い。休暇取得率が高い、残業は少ない。これは極めてわかりやすい相関が出

ているのですけれども、そういう人材確保に悩んでいる企業にとっては結婚支援のメリッ

トはある。社員の離職率が低下し、これは社員の身を固めると堅実になる。また、家庭を

持つと家族のために頑張るということで、社員のモチベーションも向上する。こういった

メリットが企業にある。 

 次に、結婚支援窓口の設置・情報共有に関しては、複数企業や団体で共同の窓口を設置
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する。例えば地元の金融機関で日常的に利用する場所を活用して、気軽に相談できる窓口

を設置する。地元のショッピングモール内や商店街の空きスペースを利用して窓口を設置。

これは既に子育て支援でこういうシャッター通り対策みたいなことがございますので、そ

ういったことも結婚支援に広げられるかな。 

 各企業に相談窓口を設置して対応ノウハウ等を企業間で共有する。この対応ノウハウは

何だということなのですけれども、結婚支援はかなりデリケートの内容なので、当事者か

らの信頼が厚い支援者です。一方的に自分が親分肌で部下の面倒を見ようとか勝手な思い

込みでやるのではなくて、当事者からの信頼が厚くて、この人に支援してほしい、あるい

は評価が高い窓口、これは工夫している点、ポイント点があります。結婚支援を前面に出

さないとか、疑似婚活体験してみないかとか、あるいは友達でそういう婚活を考えている

友達と一緒に出てこないか。本人が、自分が婚活しているというのは恥ずかしいなという

ような思いを抱かないように、乗っていきやすいような誘いの文句とかというところは工

夫しているポイントであるので、そういうところの工夫あるいは当然ですけれども、そう

いうことを嫌がる苦情、ハラスメント通報等の窓口というのもきちんと整備すべきだと思

います。 

 企業における婚活応援の取り組みですけれども、１つの考え方として「冠婚創生」応援

し隊を任意で設置する。これは生活時間支援に取り組む複数企業が合同で、あるいは団体

が婚活メンターの設置や育成に取り組む。例えば研修をする。繰り返しになりますが、あ

くまでも婚活は生活時間における社員の選択肢の１つ。 

 私は最近、企業をベースに研究している人間として、企業も単に経済性、収益性だけで

評価される時代からライフイベントに優しい人間味のある企業という人間性や、社会的課

題に取り組む企業である公共性、こういったところが企業としても評価されて消費者から

支持されるという動きはあろうかと思います。 

 複数企業間の当事者による交流機会の提供。これは例えば三重県では子育て応援フェス

タという全国でも一番盛り上がっているイベントがあります。２日間にわたって３万人、

毎年しています。特徴としては幾つもあるのですが、地元の中小企業経営者たちがブース

を1,000以上つくって、そこで子供たちを楽しませる、自分たちの仕事を生かして子供たち

に将来の仕事体験であったり、あるいは遊びを通じて将来こういう仕事もいいなというこ

とを実感させる、そういう工夫をしています。そういう活動を共同でする中で独身者が出

会うとか、あるいはそこで育った子供たちが高校生、大学生になるとボランティアに参り

ます。ボランティアで子供たちと接する中で、子育てはいいな、子供はかわいいなという

ことで学生結婚するカップルとかもいる。そういう自然な結婚支援、子育て支援というと

ころが私は非常にすばらしいと思っているのですけれども、そういう子育て支援等に関連

した地域の伝統行事への合同参加、あるいは課題に対して、複数企業の従業員が各企業の

ノウハウを生かして解決する「地域貢献サークル」活動。こういったところで例えば達成

感を共有したり、少子化対策に資する工夫があれば交流機会の提供としていいのではない
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かと思います。 

 社員の生活時間支援やイクメン育成、これは結婚支援の周辺部分でありますが非常に重

要な部分ですので、そういったところに取り組む企業事例の研究会。例えば最近はやって

いるのは、先進企業同士が連携して、企業同士で合コン。これは企業といってもあくまで

も有志です。これは当然、若手が結婚してやめないように。結婚するのだったら相手、パ

ートナーもやはりワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる企業の社員のほうがそれぞ

れのパートナーシップの中で、まさしく私も妻と一緒に子育ても介護も看護もバトンリレ

ーしている状況ですけれども、そういう１人でやるのではない、カップルでやるほうがリ

スクマネジメントになる。そういう観点から、先進企業ネットワークというような事例も

見られます。 

 ５つ目、複数企業間や団体の主催で実施するライフプランニングを支援する取り組み。

私は多様なカップルを収集したデータベースというのがあったらいいのではないかと思い

ます。こういったテーマはどうしても一部の特定の人たちの価値観、結婚しなければいけ

ない、子供を産まなければいけないみたいなところに誘導されると誤解されるとよくない

ので、同性カップルも可としていいのではないかと思います。 

 データベースでは、カップルの「人生山あり谷あり曲線」を掲載する。このようなもの

は本当に社内でメンターづくり、ロールモデルづくりとかしょっちゅう私は企業でやって

いることですけれども、カップルを紹介して、具体的にどうやって、勤務時間、休日とか

生活パターンが異なるカップルが両立してやるのか。どうやって家事・育児を分担してい

るのか。夫が積極的に家事・育児に参画しているカップルはどういうように妻はキャリア

形成できているのか。あるいはうちも本当にいろいろありましたけれども、谷を乗り越え

るときは１人で乗り越えるよりは２人でカバーし合ったほうが乗り越えやすい。そういっ

たところを見せると若い人たちも共感してくれる、あるいはこれだったら自分も結婚して

も仕事を続けられるかなとイメージしやすいかと思います。 

 地方自治体の取り組みも幾つかございます。例えば結婚支援センター職員やマリサポに

よる大学等への出前講義。結婚支援企業の表彰制度。登録飲食店等を利用できる結婚応援

パスポート事業。企業向けセミナーで事例紹介。こういったことが考えられます。 

 まず１つ目、出前講義ですけれども、もちろん結婚しなければいけないという授業では

ありません。結婚の意義を伝えるセミナー、または実際に結婚している学生、カップルは

おりますので、そういった人たちをみんなで支援するよ、社会は応援しているよというメ

ッセージを伝えることかなと思います。例えばこれは海外で時々あるのですけれども、成

人式とかそういう若い人たちが集まるところでティーンペアレンツを題材としたショート

フィルムを上映する。いろいろな多様なキャリアプランがあるよという紹介であったり、

そういうショートフィルムは当然本人たちが頑張っているというよりはみんなで一緒に助

け合ってという。少子化対策に資したのはそういう映像です。当時の連ドラとかで、結構

シングルマザーでも周りに支援されて子育てに前向きに取り組んでいるところが国民の共



6 

 

感を呼んで出生率向上に資したというのが過去30年ぐらい前の実際にあったことですので、

そういった取り組みというのは考えられると思います。 

 福井県で40年前から地縁を生かした縁結び活動を展開して、2,100件という全国トップの

成婚数。2015年から賛同する企業でもそういうことを推進している。これについては、福

井県は子宝率やりますという企業でよく取り組みは存じ上げていますけれども、あくまで

も職場で希望する人の縁結びさん、希望する社員やお客様に婚活イベント情報や県の結婚

支援制度を紹介する。要するに情報があってもそこにアクセスできないという、そこがア

クセスできたらもっとよかったのにという見えざる声というのがいっぱいあって、そうい

うところをアクセスできるようにするというつなぐ人ということです。社員の生活時間支

援、企業内やほかの企業との当事者交流会の開催といったことが実際既に百数十社協力し

ています。福井県でも百数十社ですので、恐らく都道府県でもそういう社員ニーズ、企業

ニーズというのはあるかと思います。 

 次、結婚支援企業の表彰制度なのですけれども、これは熊本市に実際企業の実態調査を

なさったということで伺いました。調査項目は結婚した社員の経済的支援、マリッジ休暇。

制度的な対応でした。岐阜県の本巣市では、結婚支援・子育て支援企業の表彰制度。これ

は今年から実施していて、３社表彰している。うち、結婚支援に取り組んでいる企業は１

社。これは県の事業を希望者に紹介しているということでした。 

 繰り返しになりますが、結婚による離職に歯どめをかけることを目的とする。配偶者転

勤で、例えば報道されているので御存じかもしれませんけれども、地方銀行人材バンクと

いうのがございます。これは配偶者の転居先にある地銀で再就職できるような仕組みを地

銀が連携してつくっている。つまり、ある会社をやめても夫の赴任先で別の地銀に勤めら

れるということ。１つの結婚によるキャリア断裂を支援することであり、子育て支援にも

つながると思います。 

 厚労省の「くるみん」「ともにん」というのはそれぞれ社会的意義というのは、例えば

出産による離職に歯どめをかける、介護による離職に歯どめをかけるのだと私は思います

ので、そういった事柄は結婚による離職に歯どめをかけることを目的にすれば結婚支援を

表彰するのはあってしかるべきかなと思います。 

 次に、結婚応援パスポート事業です。ここに私が書いたのは群馬県の実施しているもの

とちょっと違います。私の勝手な思いです。婚パスということで、持参したカップルは割

引ということはあり得るのではないかな。婚活メンターと当事者、これは実際どういう場

所で話し合うか。職場ではないと思います。職場以外にオフの場で相談に乗るということ

だと私は思っています。実際私も部下に結婚の相談をしょっちゅう受けます。夫をイクメ

ンにしたいとか、そういうときはもちろん職場ではなくて業後ですね。そういうときに飲

食が多少割引になるとか、そういう当事者と婚活メンターであれば当然同性同士というの

も利用できるということになろうかと思います。 

 実際に私が企業の現場を回っていると、婚活支援に取り組んでいる企業、あるいは結婚
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支援あるいはライフ支援に取り組んでいる企業が結構あります。ただ、１つの特徴として

は、企業が前面に出るというよりはゲリラ戦のほうが多いかな。要するに有志が自分の思

いでこの指とまれでやっていくというやり方のほうが、当然ですけれども、希望しない人

はそこに乗らないということで選択肢の一つとしてはやりやすいかな。 

 企業が前面に出ている取り組みとしては、例えば岐阜県にある建設会社は、人生相談課

というのを設置しています。これは婚活支援もやっています。シングルマザーの方が何組

か成婚している。それ以外に結婚しているのだけれども、破綻関係にある、そこの清算の

アドバイスとか、あるいはシングルになった後の子育て支援のアドバイス。これは課が先

にありきではなくて、そもそも課長を名乗っているというか、実際に会社で名刺もつくっ

ているのですけれども、60代男性社員というのはもともと創業社長、非常にワーク・ライ

フ・バランスに取り組んでいる優良企業なのですけれども、そういう創業社長の助言者で

もあって、要は御意見番みたいな感じです。いろいろなネガティブ情報が自分には入って

くる。そこにアドバイスして、それが口コミであの人はいろいろな話を聞いてくれる、い

いアドバイスをくれるではなくて、やはり名乗ったほうが、会社としての肩書きがあった

ほうが社員も相談しやすいかなというところで名刺をつくってもらった。つまり、人あり

きだと思います。 

 社員のライフ支援というのはデリケートの内容に踏み込むことが多いので、やはり当事

者からの信頼が厚い支援者がいないと難しいので、例えばうちの会社は同じように人生相

談課をつくったらうまくいくかというと、それは違うと思います。ただ、取り組みとして

は実際にライフまで視野に入れないと、なかなか職場が回っていかないというのも一方、

事実だと思うのです。私もそうですけれども、やはり自分のプライベートなこと、介護と

か看護とか会社に知ってもらう、上司に知ってもらうことによって自分の仕事のことも理

解していただきたい。私は仕事をうまくマネジメントするチーム力の最大化が自分の管理

職としての最大の仕事だと思っています。そこはプライバシーのところまでは相手に不愉

快な思いをさせない範囲ではきちんと把握して、協力してくれないかというところではデ

リケートな内容に踏み込むことはございます。 

 ゲリラ戦としては、例えばＢ社で恋部というのをつくっています。これは企業の社員有

志が結成しているもので、部内恋愛は禁止、結婚したら退部して、名誉部員になる。部内

禁止はどういうことかというと、ここで婚活するわけではないのです。要するにパートナ

ーが別にいる、意中の人が別にいる。そこにアドバイスする社内の取り組み。やはり社内

恋愛は非常にリスクが高い。ここも社内１社で婚活する難しさだと思いますが、そうやっ

て外に相手がいる人に社内でアドバイスするという仕組みであれば、これは別にパートナ

ーに嫌な思いとか残しにくい。同性なら助言、職場で助言し合っているような感覚で助言

するということでうまくいきやすいかなと思います。 

 済みません、長くなりましたが、以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 
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 自治体によって未婚化は地域によってかなり相当違うので、都市と地方、各自治体が全

国一律というか、それぞれの課題に応じた取り組みが大事かなということですね。 

 あと２つ目は、企業がまずやるべきことは働き方改革で、社員一人一人が自分の生活に

使える生活時間をつくっていく。その中で当然結婚で婚活したい人もいれば、あるいはい

ろいろな活動に参加して、そこでまた出会うとかもあるので生活時間をつくることが大事

だということです。 

 あと３つ目は、いろいろあると思いますけれども、企業の表彰で言うと、まずは結婚で

離職しないということが大事ではないかという話で、あとは冠婚ですか。成人式という話

があったけれども、私はあれ、結構高校の同窓会、学歴を超えていろいろな人が集まれる

のは、１つは同窓会なのです。だから、30～ 35ぐらいの同窓会、自治体がお金を出しても

いいのではないか。大学で東京に出てきた人が戻るので、私はもう少し同窓会、特に県立

高校などはお金を出してもいいかなと思います。 

 この後、新居さんのお話をしていただいてからまとめて議論とさせていただいたほうが

いかと思いますので、新居さん、お願いします。 

○新居委員 私のほうからは、なるべく短くできるようにお話ししたいと思います。 

 今回、結婚の規模を叶える環境整備に向けた検討会ということで、20代を入れていただ

いたのは、若い世代に向けた結婚の支援ということでどういう施策が必要なのかというこ

とを当事者の意見からお話しできたらということで多分20代が入っているということだと

思います。 

 ただ、私１人では20代の意見と言っても心細いところもありましたので、周りにこうい

う検討会があるのだけれども、結婚についてどう思っているか話してくれないかというこ

とで声をかけさせていただいて、13名でこのテーマについて話し合うような検討会を開催

しました。 

 １ページのところが開催概要で、20～25歳の13名、男女ほぼ半々で行っています。出身

地はこんな感じで、東京が多いですけれども、いろいろばらけています。13名に対して、

それぞれ自身の結婚観、いつごろまでに結婚したいですかを含めた結婚観と、その希望を

実現するためにどんなことが不安か、どんな施策があったらいいかというようなことを聞

きました。６人に１人５分ずつ発表してもらって、その後、みんなでディスカッションと

いうような流れで２時間で行っています。中には、高校２年次に結婚して子供を産んだ学

生結婚の方であったりとか、大学時代に結婚をして子供を産んだ学生結婚の男子学生とか、

そういうような方も入れたりとか、子育てに関心を持っているような人たちも一部入って

います。 

 ２ページ目、３ページ目、４ページ目は、事前に13名に対してアンケートをとっていて、

出身地と、あとはいつごろまでに結婚したいか、子供が欲しいかというようなことに関し

てアンケートをとっています。ここに来ていた人たちは割と結婚に対してはとても積極的

で、結婚したい人がほぼ全員だったのですけれども、やはり結婚とか子育てに対する年齢
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のイメージは35歳までに結婚をしたいというような感じで、子供を授かりたいという年齢

も割と後ろ倒しになっているという感じです。 

 ４ページ目に行っていただいて、テキストベースで不安について答えてもらったところ、

特に男性のほうは結婚、子育てに対して経済的な不安がすごくある。女性のほうは両立に

対する不安、旦那さんの御支援が得られるのかであったりとか、結婚と子育ての両立のイ

メージが湧かず、漠然とした不安があるというような意見が見られました。 

 若い世代が結婚や子育てに対して前向きになるためにどんな施策を求めますかという質

問に対しては、やはりまずそもそもパートナー婚であったり、既存の結婚制度のもとで考

えるのでしたかという疑問は前提として出てきまして、パートナー婚であったり、先ほど

お話にもありましたけれども、LGBTを含め、多様なカップルのスタイルというものをもう

少し認めていくというのを前提とした上で、共働きの意識づけになるようなセミナーであ

ったりとか、そういうような制度の提案がいろいろと出てきました。 

 当日の様子は簡単に写真でまとめていまして、当日、どういうテーマで話すかというこ

とに関しては、６ページ目に自身の結婚観とその希望を実現するために求める施策は何で

すかというテーマで話をしてもらいました。テーマは下にある６つで、家族留学に参加し

た学生の声と、あとは自分自身が学生結婚、出産している学生が実際に結婚、出産して感

じた社会の壁について話してもらったり、あとはアメリカに留学をしていたときに高校の

同級生がアメリカで大学生時代に結婚、出産していて、そのときに感じた日本とのギャッ

プであったりとか、地方出身の男子学生の結婚観と求める出会いの場はどういうものかと

いうことであったりとか、あとは京都府の婚活メンター制度というものに対して大学生が

政策評価をしたという事例がありまして、それにかかわった学生がそこに対してどんな意

見を出したかというような、例えば婚活メンターは名前的に近寄りづらかったとか、そん

な意見をいろいろと出してもらったり、あとは労働の形から見るというところで、ほかの

国は長時間労働がもう少し改善されていたりすることで家族と過ごす時間がふえて結婚や

子育ての重要度が増すのではないかというような発表テーマでした。 

 主に議論された論点に関しましては、下にあるとおりで、学生であったりとか最初のほ

うで委員からのプレゼンもありましたけれども、まだ早過ぎるということで、なかなか若

い世代での結婚というものに対してネガティブイメージであったり経済的な難しさがある

と思うのですけれども、学生を含めた若い世代で結婚、出産する人に対してネガティブイ

メージで精神的な負担を与えないようにしたりとか、あとは経済的にもきちんと支援をし

ていくことでもっと若年層での結婚、出産を支援していくべきだよねというところが多か

ったのと、あとはその次はやはり両立に対する不安であったりとか、結婚、子育てに対す

るイメージが描けないという課題があるので、そういうことが描けるようにするための機

会が必要だよねという疑念が主に上がりました。 

 プラスアルファで、やはりそもそも結婚制度自体を前提としていない考える中で、結婚

をする、しないも選ぶものだよねというのがみんなの前提としてあるように感じまして、
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そういうところも論点として上がりました。 

 あとは３点目のところでは、在宅勤務の推進であったり長時間労働の是正なども出てい

ましたけれども、そもそも働き方を自由に選べるようにすることで家族と過ごす時間がふ

えて、子育てに対して前向きになれたりとか、子育てしやすい環境があるなら結婚、出産

に対して前向きになれるのではないかというような意見、働き方改革みたいなテーマもす

ごくよく出ていたところでした。 

 ほかは結婚、出産はすばらしいよねという機運、今は結婚してもなかなか自由が奪われ

てつらいですぐらいのネガティブなイメージしかないので、それをもっと結婚や子育てを

している人が、それは楽しいものなのだよと PRしてほしいよというような意見も出ていま

した。 

 タイトルにもありますけれども、７ページで、やはり学生時代も含めた若年層での結婚、

出産というところをもう少し支援してほしいよねというところが全体としては出ていまし

て、結婚、出産支援の１つとしては、やはり結婚、出産を含めた生き方の選択肢がなくて

すごく不安になっている人たちに対して、ライフプランニングの機会がまず１つ必要です

よねというところで、これは必ずしも結婚が正しいから結婚しなさいというように推し進

めるためのライフプランニングではなくて、家族留学を主目的としているのは、事実婚も

あるし、国際結婚もあるし、シングルマザーの生き方もあるし、多様な女性の生き方であ

ったり、お子さんを持っている男性の生き方であったり、多様な生き方があっていいのだ

よ、その中で自分に合った生き方を選んでいいのだよという多様性を示すというのが家族

留学の大きな意義だと思いますので、そういう多様な生き方を示すことによって、結婚、

子育てに対しても前向きになっていけるのではないかというところで、こういうライフプ

ランニングの機会というのはやはり重要なのではないか。 

 あと学生結婚、出産をした学生からも主に出ていたのが、若くして結婚、出産すると、

世の中的にまだ早いのではないかというようなネガティブイメージだったりとか、学費、

生活費の負担がすごく難しかったりとか、あとは学生の場合、就職活動の時期との兼ね合

いがあって、そういうところですごく困難にぶち当たったり、子育てと学業、仕事の両立

というハードルがあるというような意見が出まして、若くして結婚、出産した人たちに対

してちゃんと歓迎しているのだよということを示すようなことであったりとか、出産費用

の支援はもちろんあると思うのですけれども、自立するまで休学費用を免除したりとか、

子育て費用の支援をするなどが必要なのではないかということが出ました。 

 また、あとは新卒一括採用だと22歳のタイミング、大学を卒業するタイミングですごく

子育てが重なってしまうと、そこで自分はもう働くのは諦めましょうとなってしまう人も

いるので、子供を例えば参加した子は20歳で３歳のお子さんがいたりとか、あとは子供が

４カ月のときに就職活動をしていたというような学生結婚の方もいて、すごく就職活動と

の両立が困難になってしまうので、新卒一括採用ではなくて30歳まで入社できますよとい

うような、企業側としてもそういう門戸を開いてほしいというような意見が出ていました。
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なので、25歳以下のあくまで一部の人の意見なのですけれども、そういう中では婚活パー

ティーであったりとかももちろん１つの施策としてはあると思うのですけれども、まず、

そもそも子育てに対してポジティブなイメージを発信してほしいであったり、ライフプラ

ンニングの機会を今の不安を取り除くような多様な生き方の選択肢を示すような機会が欲

しいであったり、若くして結婚、出産するということに対してネガティブなイメージでは

なく、経済的な支援だったり精神的な支援をすることでもっと歓迎する文化をつくってい

くことで若い世代の結婚、出産が推し進められるのではないかというような意見でした。 

 最後のほうにはプレゼンの資料を一部載せていたり、家族留学の事例とかを載せている

ので参考に見ていただけたらと思います。 

 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。 

 若い人たち、既に結婚してお子さんがいる方も含めて、結婚についてどういう考えがあ

るのかということで伺いました。若く結婚してもマイナスイメージにならないようにとか、

あるいは働いてから結婚するような社会の仕組みになってしまっているのを大学で子育て

をしながら就職もというのは、少しこういうような柔軟な仕組みにしたらというお話でし

た。では、渥美委員と新居委員の御報告について、御意見なり御質問があればお伺いした

いと思います。 

 山崎委員からどうぞ。 

○山崎委員 ただいまお伺いしていて、資料の７ページなのですが。 

○佐藤座長 新居さんですか。 

○山崎委員 はい。新居委員の資料７ページのところの★印、新卒一括採用見直しの欄に

ついて、個人的に同様の意見をもっております。こういった主旨の意見を商工会議所の会

議の場で申し上げたことがあります。 

 そうしたところ、専業主婦の方を雇うのですねと言われたのですが、私が申し上げたい

のは、単に専業主婦の方を雇うと言うのではなく、専ら家事や育児をされていても、勉強

等をされていて、働く準備ができている方が多くいらっしゃると思うのです。そのような

方向けに、商工会議所でもいろいろな検定試験をやったり、勉強する場をつくったりして

いるわけです。家族留学というお話も伺って、子育てや結婚はただ大変なものではなくて

楽しいものなのだよという思いを持ってもらうことが重要と思いました。給付金だとか交

付金などのいろいろな支援策は、まず若い人が子育てや結婚に対する希望や期待を持つこ

とで、初めて有効に働くものであって、まずは心から変わっていっていただかないと結婚

したいと思っていただけないのではないでしょうか。 

○佐藤座長 安原委員、お願いします。 

○安原委員 渥美委員の９ページのほうにありました複数企業間の団体の主催により実施

するライフプランニングを支援する取り組みというので、データベースを作成するという

のが非常におもしろいと思いました。今、テレビドラマで今クール、一番視聴率がいいの
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は「逃げ恥」と呼ばれる「逃げるは恥だが役に立つ」という30代の男の子が恋愛を今まで

したことがなくて、婚活物語みたいなのですけれども、編集会議でも結婚と出産の問題も

よく話すことがあるのですけれども、30代になってくると、なかなか友達同士でも恋愛の

話はしにくい。どれぐらい自分は経験があるかとか、今、どういう状況にあるかというの

はなかなか情報交換が本当に親しい友達もなかなかしにくいという話が出るのです。 

 一方で、婚活しましたという方にお話を聞くと、最初、まずどうやって婚活していいの

かわからなかったとか、逆に30代である程度経済的な基盤があると、もしかして、この相

手は私のお財布を狙っているのではないかとか、そういうことを考えたり、本当に両立で

きる相手なのかと思ったりするということなので、たくさんの30代から結婚された方、婚

活された方、お互い男女ともにですけれども、どうやって相手を選んだかとか、どういう

婚活のステップを踏んだかとかというのは、たくさんデータベースがあると皆さんマニュ

アルとしてこういうようなノウハウをすればいいのだということで役に立つのではないか

なと思うし、かなり読まれるのではないかなと日ごろ雑誌をつくっていて思いました。 

 ２つ目の新居委員のほうの大学時代に出産された方への支援というお話があったのです

けれども、これも非常にいいのではないかと思いました。今、大変に問題になっている若

い世代の貧困の問題がありますけれども、７ページ目の若くして結婚、出産した夫婦に対

して、自立するまで子育て費用や生活費を一定期間支援するというのは、何か具体的に非

常に考えられないかと思いました。やはり今、本当に女子の貧困ということに関心が高ま

っていまして、皆さん、貧困であるきっかけは大学時代の費用を結構自分で払ってらっし

ゃる方がいて、その後がなかなかお金を返せない。なので、ダブルワークしなければいけ

ないとか、土日に副業しなければいけないということで、先ほどいろいろな生活面全体で

という話がありましたけれども、なかなか企業が幾ら整っていても自分にお金がないとな

かなかそういうところはできないというところもありますので、こういった若くして結婚

することに対しての何かの支援とか大学時代の学費に対する支援とか、そういうものは何

か取り組みがあり得るのではないかなと感じました。 

○佐藤座長 内藤委員、どうぞ。 

○内藤委員 内藤です。 

 今の新居さんの報告に対する質問をさせていただきたいと思いました。山崎委員から、

７ページの下のほうの★３つ目の新卒一括採用のところについて今、御意見があったので

すけれども、私、これを見たときに、男女ともにこういったことを想定されているという

ように新居委員のは思ったのですが、山崎委員が専業主婦とおっしゃったので、まずここ

が女性だけを念頭に置いて新居委員が言っていたのかどうかを確認させていただきたいと

いうことと、あとは２点目について、今、安原委員がおっしゃったところ、すごく重要だ

と思っていて、ただ、現実には結婚して自分で出産したということだけではなくて子育て

をしているという方々もいらっしゃって、そういう方々も当然少子化対策の大きな意味で

は中に含まれるのではないかなと思います。 
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 実は皆さん、余り想像しにくいかもしれないのですけれども、性的マイノリティのLGBT

の方々もたくさんの子供を現実には育てています。外にはそういうように公に言っていな

い部分もありますが、そういった方々、それだけではない。本当に自分で産んだ子供でな

い子供を子育てしている人たちもたくさんいるので、そういう人たちがそんなに賃金が低

く大変な生活をしているということもあるので、こういった方々についても一定期間支援

する。そういったこともこの２つ目の★印の射程に入ってくるかどうか、御質問させてい

ただければと思います。 

○新居委員 ありがとうございます。 

 ★の３つ目に関しては、男女ともどちらでもという認識でおりまして、学生結婚のカッ

プルの中で男性が大学院を卒業した後、子育てに専念して女性のほうが働き続けていると

いう事例も実際にあったことはありますし、両方が就職活動がかぶり、両方が子育てがか

ぶるというのがすごく難しいところかなと思いますので、男女ともに大学卒業のタイミン

グで必ず就職しないと、人生この先、収入のある仕事につけないというような形にならな

いように制度を整えるということが大事かなと思います。 

 ２点目に関して、まさにおっしゃっていただいたとおりで、渥美委員のお話に引き続き、

男女トランディショナルなカップルだけではなくて、事実婚であったりとかLGBTの方に対

する配慮というものも必要なのかなと思います。 

○佐藤座長 まだあるかと思うのですけれども、結構次もあるので、今の新卒一括採用は、

現状で言うと未経験者採用で言うと、別に同じ時期に卒業した人も受け入れる企業はたく

さんあるので、意外に知られていない。あと２番目で若くして結婚した、これは実は10代

で結婚して子育てしている人はたくさんいるので、多分これとセットで考えなければいけ

ないから、既にそういうところも含めて考える必要はあるかなと思います。 

 まだあると思うのですけれども、次もあるので。中でまた御意見を伺うようにしたいと

思いますけれども、骨子（案）について御意見を伺えればと思うのです。まず全体の構成

を御説明いただいて、その後、１です。それと２と３はセットでという形で、４。まず構

成と１というような形で。 

○角田参事官 資料３をごらんください。 

 提言骨子（案）ということでお示ししております。 

 まず、全体の構成ですけれども、最初の１ページ、２ページが「１．企業・団体・大学

等における自主的な取組例ということにしております。３ページ目で「２．取組に当たっ

ての留意点」にしております。ページをくっていただきまして４ページが「３．社会的機

運の醸成の在り方」としておりまして、５ページ、６ページが「４．国・自治体の支援の

在り方」ということで、４つに分けております。順番等はまた御意見いただければと思い

ますけれども、一応こういう４つの論点ごとに区切ってお示ししております。 

 まず１ポツの自主的な取り組み例のところについて御説明したいと思いますけれども、

１ページに戻っていただきまして、企業において取り組むべき基本的な課題は、働き方改
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革を通じたワーク・ライフ・バランスの確保等、そういった安心して子育てができる環境

の整備というのが基本的な課題であろう。その上で、企業等で自主的に行われることが期

待される取り組みとして、次に掲げるようなものが考えられるということで、具体的な取

り組み例をお示ししておりまして、まず大きく（１）で「企業・団体における取組」、２

ページのほうで（２）で「大学等における取組」ということで大きく２つの主体で分けて

ございます。 

 （１）の企業・団体のほうですけれども、取り組みを５つ並べておりまして、「１）結

婚を目的としない交流の機会の提供」ということで具体例をお示しております。「２）結

婚・子育てと仕事との両立支援」ということでお示ししています。３）で、ライフプラン

について考える機会の提供ということで幾つかお示ししておりまして、次のページに行き

まして、４）結婚に向けた、いわゆる婚活です。４）がいわゆる婚活の支援というもので

ありまして、２つに分けておりまして、①で情報提供でありますとか費用の支援というも

のを掲げさせていただいております。②がいわゆる出会いの場の提供ということでござい

ます。 

 次に「大学等における取組」ということで、こちらは１）で、今もお話がありましたが、

学生結婚などの方の場合、学業との両立支援ができるような環境整備ということと、２）

で、こちらもライフプランについて考える機会の提供ということにしてございます。とり

あえず１ポツは以上でございます。 

○佐藤座長 １は企業・団体・大学等ということで、団体というのはこの前の茨城のああ

いうような企業を超えたようなものも含めてです。（１）の１）、２）、３）のところは、

結婚だけではなく、当然、ですから、独身の人だけでなく既婚者も含めて社員全体を対象

としていろいろなワーク・ライフ・バランスとかライフキャリアプランですね。当然その

中で結婚していない人ももしかしたら結婚について考えるようなことになるかもしれない

し、あとは結婚して子供をどうしようかなと考えるようになるということです。その上で、

その中で結婚ということを具体的に考えてみようと思っている人向けの支援が４）という

ことになります。２が大学ということになっています。 

 事前に見ていただいていますが、まず、全体の構成については最後にやりますので、１

について御意見なり御質問があれば伺えればと思います。 

○門田委員（尾﨑委員代理） 高知県知事尾﨑の代理で参りました門田でございます。よ

ろしくお願いをいたします。 

 まずは本県からのプレゼンテーションの内容や提言、意見を多く骨子に取り入れていた

だきまして、ありがとうございます。まずはお礼を申し上げたいと思います。 

 その上で、まだなお詳細に詰め切れていない部分がございますので、現時点でというこ

とでお聞きおきいただきたいと思いますが、１つ、１番の本文の部分でございますけれど

も、企業に加え、団体・大学等が可能な範囲でという部分ですが、これは従業員向けとか

社会的貢献ということだけではなくてCSVというか、企業の本業を生かしたものでもあるの
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だよというところを少し強調していただければと思っております。 

 それに関連もしますけれども、最後の４）の部分でCSVの活動として出会いの場の提供の

みならずというところがございますので、そこの部分をもう少し強調していただけたらと

いうことで、社会的貢献とは別個にしていただいたほうがもっとわかりやすくなるのでは

ないかというようなことを今の時点でそういうように考えておりまして、そこをまたよろ

しくお願いをしたいと思います。 

 それと項目で言いますと、１回目の最後のほうでお話がありましたが、先ほど若い世代

のという話もありましたけれども、入社２～３年目において、研修期間を置くなどワーク・

ライフ・バランスのことを考えた取り組みということも環境づくり、若い人の結婚できる

環境づくりとしても必要ではないかということを申し上げたところがございますので、そ

ういうところも御検討願えたらと思います。 

 この部分については以上でございます。 

○佐藤座長 特に企業を取り上げたときに、社員向けもあるけれども、もう少しお客様と

か地域住民もあるだろうから、その辺がもしわかるように。 

○門田委員（尾﨑委員代理） 社会貢献だけということだけではなくて、本業を生かした

という部分もよろしくお願いしたいと思っております。 

○佐藤座長 それは検討します。 

 ほかに。内藤委員。 

○内藤委員 内藤です。 

 ２と関連してきてしまうので今、言うべきか迷っていたのですが、でも、１のところの

２ページ目の４）、①で婚活メンター、婚活サポーターが出てきていますので、２のほう

でも言っていますけれども、一言申し上げたいと思います。 

 ３ページの２のところもあわせてごらんいただければと思いますが、留意すべき点の１

つ目。 

○佐藤座長 後でやろう。どうせまた同じことがあるから。 

○内藤委員 そうですね。わかりました。では、後で申し上げます。 

○佐藤座長 そういうことがあるよということだけテイクノートしておいて。 

○内藤委員 はい。ただ、それがそのためにここを入れるのかどうかという話にかかわる

ので、それで１のところで申し上げたわけですが、では、２のところでこの意見を申し上

げます。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○門田委員（尾﨑委員代理） 済みません、一言だけ抜けましたので申しわけございませ

ん。今のCSVのところで、本文、成文になるときには少し具体例をしっかり入れていただい

たほうがわかりやすいのではないかと思いまして、プレゼンのところでも飲料会社の例と

か喫茶店やレストランの例を出してきましたけれども、具体例を成文の段階で少し書き込

んでいただければ非常にイメージが湧いてくるのではないかと思いますので、その点もよ
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ろしくお願いします。済みません。 

○佐藤座長 それがどこに入るかは検討させていただいて、やや構成に絡んでくるところ

もあるかなと思っていて、内藤委員が言われたこともあるので、構成をどうするか。 

 ほかには。有田委員。 

○有田委員 ２ページの「大学等における取組」のところなのですけれども、ここも今の

と同じく具体的なニーズを示してもらえると企業の協力もしやすいかなと思いますので、

よろしくお願いします。 

○佐藤座長 ここは「大学等」なので、ここは当然大学だけではなくて高校とかそういう

ことも含めてということのようですけれども、これだけ見ると大学ぐらいと考えてしまう

ので、あと中身のことですね。 

 いいですか。では、内藤委員のもあったので、まず続けて２と３をまとめて説明いただ

いて、だから３～４ページまで。 

○角田参事官 まず３ページ目「２．取組に当たっての留意点」ということで、結婚支援

に当たっては、価値観の押しつけとなるようなことは厳に避けるべきという前提でありま

して、留意すべき点として、幾つかお示ししております。 

 それに対する具体的な対応例ということで、対応方法、企業のみならず、国や自治体に

おいての対応すべきことについても記述させていただいているというところであります。 

 ４ページ目の「３．社会的機運の醸成の在り方」ということで、企業等が取り組みを進

めていくに当たって、取り組みやすい環境、結婚や子育てに温かい社会的機運というもの

の醸成が必要であろうという前提で、具体的な取り組み例として３つ挙げさせていただい

ております。 

 （１）が「企業等による取組の意義等の理解促進」。 

 （２）は「企業等の取組に対する顕彰等の実施」ということで、こちらは企業に向けた

ものというような取り組みでありますけれども、（３）としまして、全体に対する「結婚

や子育てに対する社会的機運の醸成」として何ができるのかというようなことで幾つか具

体例を挙げさせていただいているところです。 

 これでいいですか。 

○佐藤座長 はい。３ページの２は企業等の取り組み。実はこれは後の自治体の取り組み

の両方にかかわるので、この位置でいいかどうかは別として、皆さん、渥美委員も先ほど

伺いましたように個人の価値観を押しつけることがないようにということが２に書かれて

います。ですから、ここは企業だけではなくて自治体の取り組み、全体にかかわる話だと

思います。３は企業や自治体、やはり社会、その地域全体としてこういうことが大事だと

ないとなかなか企業もやりにくいだろうというのが３になっています。 

 そういうことを踏まえた上で、２について、内藤委員のほうから資料を出していただい

ていますので、先ほどの点も含めて、ここで少し御説明いただければと思います。では、

お願いします。 
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○内藤委員 内藤です。たびたび済みません。 

 皆さんのお手元に参考資料２－２というものを前回も出させていただきましたが、今回

も配っていただきました。こちらに厚い厚労省のつくったものを参照しながら、少し補足

的に御説明させていただきたいと思います。 

 特に今の論点の２、留意点のところの全般にかかわるわけですが、どこをこの間の報告

で少し言い漏らしたかといいますと、この冊子の例えば見ていただきたいのは15ページで

す。一覧表になってわかりやすいのですけれども、結婚に関する何らかの言動を会社等が

した場合に、それは妊娠、出産、育児にかなり近づいたテーマですので、そういったこと

を受けた、特にこれは少子化対策として行われている、少子化対策としての結婚というこ

とが前提なので、結婚ということはどうなのか、結婚して出産はどうなのかといったこと

が自分にとってはハラスメントと感じる可能性もあって、そうしたときには現在の男女雇

用機会均等法と育児・介護休業法は、こうした苦情に対して適切に対処しなければならな

いということを定めています。そのことについているのが 15ページの表の左の数字の青い

ところの４になります。相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにす

ることです。妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけ

でなく、その発生のおそれがある場合や、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

に該当するか否か微妙な場合であっても、結婚というのはそこに入ってくると思いますが、

広く相談に対応すること。 

 その下に望ましい取り組みとして、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントはセ

クハラやその他のハラスメント、パワーハラスメント等と複合的に生じることも想定され

るから、あらゆるハラスメントの相談を一元的に受け付ける体制、こういうことが均等法、

育児・介護休業法で望ましい、これを入れなければいけないということで、今、義務。来

年の１月１日からこれが義務となりまして施行されます。こういう段階において、企業に

おいて結婚支援をしてくださいというのは、こういうリスクがあるということを踏まえな

がらやらないといけない。 

 さらに、私の報告でも少し御紹介しましたけれども、こういったことを言われて不快に

思っている人もいるのです。そして、生産性が下がるということもデータとして出ている。

そういったこと、そういうリスクを企業は経営上のリスクがあるということ、それから、

均等法上、これは均等法、育児・介護休業法は、これに反すれば、これに相談対応しなけ

れば行政指導を受けるということになります。たくさんの労働局で行政指導を現実にして

います。こういったリスクをきちんと理解した上でやるということになるのかなというこ

とを御説明としてさせていただきます。 

 さらに、こういった１つの生き方、結婚して出産するという１つの生き方をいわば推奨

するような取り組みを国がやっていくということについては、それ以外を排除するような

考え方を助長する可能性があると思います。そうしたことが先ほど渥美さんが職場で言わ

れたとおっしゃっていたような、例えばお前はオカマかといったような、ホモかといった
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ような、そういったことが実際に今はあるわけで、それを助長するような感じがします。

それは確かにそうで、そういったことはセクハラの背景になっていっているのですよとい

うことが今度の均等法改正で入ってきまして、今のこのパンフレットの12ページをごらん

いただければと思うのですが、下の青い四角の２番目、また、職場におけるセクハラは、

その次です。「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシャルハラスメントの

背景にもなり得ます。こういったことがハラスメントにも大いに関係してくるということ

です。現場ではこういうことがあれば当然先ほどの措置義務の対象になってきますので、

こういうことを言われたということで、今度はハラスメントの窓口で受け付けなければい

けないということが来年の１月１日、もう１カ月もないですけれども、企業にとっての義

務となります。そうした法的な要請等、さらにこういったことを助長するということから

問題があるのかなと思います。 

 資料についての御説明は以上で、先ほどのところに戻りまして論点１と２に関連する部

分。特に論点１の４）の①の情報提供もですし、婚活メンター、婚活サポーター等の設置

といったところにつきまして、やはりまさに個人に特定の価値観を押しつけたりプレッシ

ャーを与えたりすることになるのではないかという危惧が大いにあります。婚活メンター、

恐らくは実際に結婚されている人という想定ですから、恐らく自分より年齢が上の可能性

が高い。もしかすると上司かもしれないというような立場の人に企業というところで、企

業というところは普通の組織とは全く違うところです。企業というところを御理解いただ

いている方はわかると思うのですが、職場というところは特別なところです。業務命令が

あれば基本的には従わなければいけない場です。 

 そういったところで、それは職場というのはこの会社内という意味ではなくて、これは

外に出ても同じです。セクシャルハラスメントはどこで受けても上司から受ければ、それ

から、取引先から受ければ均等法上、セクハラになります。場所は問わない。そういった

関係性の中で、上司だけではありませんが会社の人から言われるということは、やはり断

れないことにつながる。普通の関係だったら、自治体から言われるのだったら、私はそう

いうのに行きませんと言っても何の不利益もない。だけれども、企業というところは違う

のです。それを断るということは大いなる不利益が生じ得る。それをわかっているから断

れないということがあります。 

 実際に、今までは断れないということに対して裁判所も断れなかったよねということで

認めないということがあったのですが、もう今は違います。最高裁もそれが真意なのかど

うかをはっきり見きわめるようにして、一旦その労働者が認めたような形であっても、そ

れが真意でなかったということをかなりの程度、今、認めています。ですから、私の報告

で明確な意思表示がない限りと言ったところはそこで、その明確性というのは本当に厳し

いのです。明確に言っていても実際はそうでないかもしれない。だから、企業にとっては

極めて厳しいリスクがあるというように思います。 

 そういったときに具体的な策としての婚活メンター、婚活サポーターという形で見ます



19 

 

と、かなり厳しいのかなと、企業にとってはリスクになるだろう。労働者にとってはハラ

スメントを受けるという可能性は高いですし、１つの概念、価値観を押しつけられるとい

うことにつながるかと思いますし、企業にとってはハラスメントだと訴えられるリスクは

あるのではないかという危惧はあります。 

○佐藤座長 あともう一つ、３のほうで天野委員から整理をしていただいている、これも

手短に報告いただいて、その上で皆さんから両方２と３、御意見をお伺いしたいと思いま

す。 

 では、お願いします。 

○天野委員 手短に５分でお話しさせていただきたいと思います。 

 渥美委員のほうからお話が出ていた地方と都市部の温度差がすごい、ことを、この会で

は感じます。ここで、なぜここまで子供が減っているのかという背景とそれへの対応とし

ての社会の機運醸成の視点で資料６を提出させていただいております。 

 大人の目線から、子供が減った、女性が産まなくなった、ばかりが言われています。合

計特殊出生率は20年間も1.5を切っておりますから、日本では平均的には１カップルから約

１人、１人っ子さんしか産まれていないような状況が約20年続いています。 

 先ほど国勢調査の話をさせていただいたのですが、ここ５年間で死亡と出生の差で、出

生人口のほうが多い、人口が自然増しているのは東京と神奈川と沖縄、この３エリアにす

ぎないです。つまり、47都道府県のうち44エリアは亡くなっている方のほうが多いエリア

だということを主張させていただきたいと思います。東京、神奈川、沖縄の人にはこのこ

とが実感として響きにくいのですけれども、44エリアの方が実感している話だと思います。

どうしてこんなに子供が減ってしまったのでしょうか。 

 このことへの示唆としては、有田委員から１回目の検討会のときに「子供が育つ姿を見

て育たないなんて私は信じられないよ」とおっしゃられたことが、状況をよく示している

と物すごく心に響きました。そのとおりなのです。「女性が産まなくなった」という大人

目線ではなく、子供目線で出生率が低下したというのはどういうことか、を考え直してい

ただきたいのです。つまり、きょうだいがいないのです。きょうだいがいない子供たちの

状況が、出生率が2.0をきってからの長い間の約40年間、出生率が1.5を切ってからの約20

年間続いているのです。 

今のほとんどの成人した方、40歳より若いほとんど大人は、がもう１人か、もしくはいな

いのです。 

 きょうだいが２人以下であると、身近に赤ちゃんが育つ・育てられる風景は見ない、ま

た見たとしてもほぼ記憶にない、という状況を示唆した資料6の３ページを御覧下さい。

1950年以降、長子と次子の年齢差というのはほぼ２歳で推移しております。コミュニケー

ションがとれるようになる赤ちゃんの年齢は早くて３歳からだと言われています。つまり、

２人きょうだいがいたとしても２歳までは長子は一緒に赤ちゃんとともに過ごしていても

それをコミュニケーションの相手として認識していないのです。長子が３歳になったとき
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に、もう次の赤ちゃんは離乳しています。お母さんにおっぱいをもらうような、赤ちゃん

が本当に一番小さくはかなく育っている姿は全く見ないで育つのです。いわんや１人っ子

をや、というような状況が日本で続いているということです。 

 ４ページを見てください。赤ちゃんや子供と触れ合う機会がよくあったとする未婚男女

となかったとする未婚男女を比べると、触れ合う機会がよくあったと回答されている方が

いずれ結婚するつもりの未婚男女割合が高いことがこの表を見ていただけるとわかると思

います。つまり、イマジネーションの限界が能力の限界という言葉もございますけれども、

赤ちゃんを育てる姿を若い世代がイマジネーションしにくくなっているのです。子供たち

が子育て、つまり、家庭内で子供が育っている姿を見て育っていませんから、結局子供が

欲しいとは思いにくい。そして、未知なる存在の赤ちゃんを持つことに対して昔よりも過

剰な不安が発生しています。さらには、子供が要らないのだったら結婚も要らない、恋愛

だけでいいのではないか、という考え方に結びついているのではないかと思います。 

 ５ページですけれども、今年2016年に発表された国立青少年教育振興機構の若者の結婚

観・子育て観の調査です。回答者のうち結婚している割合をみた図表ですけれども、小学

生までの様々な体験が多い方ほど結婚しています。20代、 30代の男女への調査で、小学生

までの体験が多い方が結婚する割合が多いという結果は、やはり先ほどの４ページの表と

あわせて考えますと、早い段階で赤ちゃんや小さいお子様との触れ合いがたくさんあると

いう環境を社会的につくってあげることが大切だ、という示唆が得られます。少子化で家

庭内ではこの環境づくりは無理なことですから、お母さん頑張れ、お父さん頑張れ、イク

メン頑張れとかそういう話は別の話だと思っております。以上を御理解いただき、社会機

運の醸成というところで企業も何かできることがあるのではないかと思います。ソニーと

いう会社がファミリーデーという日を１年に１回設けて、家族で企業行事に参加するよう

なことを行っていますけれども、企業が家族イベントとして赤ちゃんとの触れ合い、小さ

い子との触れ合いの機会などをつくれるのではないかなとも思っております。 

 資料の後ろのページは赤ちゃんとのふれあい経験がその人のライフコースを大きく変え

たという人々の事例になっておりますので、説明は省かせていただきます。企業が何かで

きるのではないかなというところですけれども、高知県の方からお話が出ていたように、

CSVにかかわること、企業独自の価値を生み出す取り組みとしても、こういう赤ちゃんとの

触れ合い、乳幼児との触れ合い体験というのを企業イベントとして盛り込んでいっていた

だければいいなと思っている次第です。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 それでは、時間の関係もあって２と３を続けて御説明いただいたのですが、

意見としては少し分けてということで、まず２のほうについて審議官のほうから。 

○小野田審議官 事務局でございますけれども、内藤委員の今回の全体に係る御指摘があ

りましたので若干御説明させていただこうと思います。 

 この検討会のタイトルからしてもそうでございますが、私どもも結婚を希望したい方々
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がいらっしゃることが当然の前提と認識しておりまして、なので、あくまでも結婚を希望

されている方々にその希望をどう叶えるかという環境整備を御議論いただければというこ

とで、その趣旨を済みません、例えば資料３、提言骨子（案）の最初の柱書きのところに

も希望の実現に取り組みと入れさせていただいておりますし、それぞれの項目の中でも、

あくまでも希望の実現ということを触れさせていただいております。考え方としてはそう

いうことでございます。 

 一方で、さらに押しつけがあってはだめですので、特定の価値観を押しつけてはだめで

すよと、厳に避けるべきというのも取り組みに当たっての留意点のみならず、例えばこれ

から御説明させていただきますけれども、「国・自治体の支援の在り方」のところにもし

っかりと明記させていただいておりますので、あくまでもそういった観点からの御提言と

いうことで御議論いただければと思います。まだそこら辺の押しが足りないということで

あれば、もう少しそこら辺の趣旨を明確にしていくということはあろうかと思っておりま

す。 

○内藤委員 内藤です。御説明ありがとうございます。 

 おおむねわかっていますけれども、結婚の希望を叶えるということで、希望する人が全

て企業等によって支援を受けたいと言うかどうかはわからない。そして、さらに、その企

業等による支援を受けたいと思っていても、この程度ならいいと思っていたが、その程度

は望まない、ハラスメントであるというさまざまなフェーズがあるわけで、そこのところ

は企業さんにお願いするという形に国はしていくと思いますけれども、展開している企業

はそこがわからないですので、実際は労働者に対するハラスメントというのが起きていく

のではないかということが大変危惧されます。 

 その中で、こういった例えば婚活メンターであるとか情報提供であるとかと具体的に出

しますと、恐らくやるというように思いますけれども、そのことのリスクというのは、た

だ明記するだけで大丈夫とは思えないのです。リスクがあるとか、先ほど申し上げたよう

に、こういうことを国としてはやっていこうということは、それをその人たちはいいです。

そういう人生を歩もうと思っている人はいいのですが、そうではない人については排除さ

れている、自分の生き方は正しくないと思います。実際に地方でLGBTの方々に話を聞くと、

それはもろちんカミングアウトしていない。そのときに、なぜ結婚しないのと年齢を重ね

るうちに聞かれていく。そして、自殺念慮が高まっています。ですから、こういうことが

進むと自分は社会に許容されていない、社会で生きていてはいけない人なのだと思って自

殺がふえると思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 内藤委員の言うこと、私はよくわかるのですけれども、ただ、これだけの話

ではなくて、例えばワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和の議論をしたときも、

あれは国民の仕事の基本的に働くか働かないか、結婚するか結婚しないか、子供を持つ希

望を実現できるようにということで、決して女性が働かなければいけないと言っているわ
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けではないし、女性活躍についてもね。だから、そういう全てにかかわるので、今、男性

育児休業取得率の目標があるね。あれも考えによっては、男性は育休をとらなければいけ

ないのかというように誤解している人もいる。でも、あれも基本的には子供が６歳以下で

育休をとりたい人はとったらという、基本的には全てそういう話なので、だから、あらゆ

るところにその問題のリスクはあるので、そのことを踏まえた上で取り組むということか

なと思うので、今回のことだけがとりわけ問題だということではないのではないか。私は

全てについて当てはまるということなので、今回のことだけが際立ってこのことを議論す

る必要があるかということで、そうではないのではないかなと思うのです。 

○内藤委員 説明ありがとうございます。ただ、この流れですと、普通に考えれば、結婚

してほしい。結婚して出産してほしいというように読めますので、そこを。 

○佐藤座長 そういうメッセージがあることは気をつけようということですね。 

○内藤委員 そうですね。社会的機運というところがそういう機運というように捉えかね

られないので、そこはそうではないのだと、今、この時代でダイバーシティということが

言われる世の中ですので、そうではない多様な生き方が一番重要なのだ、そこを重視して

いく、その中でという話です。そこの前提のところをまず書いていかないといけないので

はないかと思います。 

○佐藤座長 あと内藤委員もこれは少子化対策のためだと言ったのは間違いで、これはあ

くまでも国民の結婚の希望の実現で、その中で子供を持ちたいと思う人もいるかもわから

ないけれども、結婚イコール子供ではないので、それもやや誤解なので、今回あくまでも、

ですから、変な話ですけれども、60代の人で結婚したい人というも当然対象になるという

ように、子供を持てるかはわかりませんが、基本的には結婚に係る国民の希望を実現する

ということが大きな話で、その中で結果として結婚して子を持ちたい人が出てくるという

ことは、それはそちらとして支援しようということかなと思っているのです。 

○内藤委員 そこのところをお伺いしたかったので、よかったです。少子化対策というと

ころに離れて結婚を希望する人ということは対象だということですと、対象の広がりが出

てくるのかなと、先ほど先生がおっしゃったようなシニア婚もですし、多様な方々の要す

るにパートナーシップですね。そういったことを支援されるという理解でいいでしょうか。

それは先ほどからいろいろ出ています同性婚というか同性パートナーシップということも

前提。事実婚も含めるでしょうし、国際結婚とか障害者同士の結婚とか、そういうのも全

部含めていくような理解でよろしいでしょうか。 

○小野田審議官 あくまでもタイトルは結婚の希望を叶えるということでございますので、

いろいろな形の結婚はあろうかと思いますので、それをとりわけ積極的に排除しているわ

けではありません。 

○佐藤座長 ただ、自治体がやる場合の範囲とかまた別の話だと思うので、ですから、議

論としては全体が入ると思うのです。あと自治体の報告でも、変な話、バツイチの人とか、

結構年齢が高い人も対象に実際していましたね。ですから、事実上、もう既にそういうよ
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うに取り組まれているのだろうと思います。ですから、私は少し若者とかというのはどう

なのかということでかなり落としてもらったのですけれども、ですから、これはもちろん

全体としては年齢が若い人が多くなると思うのですけれども、現実で言うと離婚した方な

どで再婚という人もこの前のケースであったと思いますので、そこは全部入るのかなとは

思っています。 

○内藤委員 ありがとうございます。 

 安心しました。そうしますと、そういうことではないということなので、もう少し、今、

自治体ではそうなるかもしれないけれどもとおっしゃいましたが、全体として私たちはそ

ういうように行くのであれば、自治体等で取り組むときもそうならないように、必ず全体

に対しての取り組みだということ、そういうことで行くというようにしないと、そこはだ

んだん対象が絞られてきてしまうかなと思いました。 

○小野田審議官 例えば我々の把握しているところでマッチングとか自治体さんはやられ

ておられますけれども、年齢とかにおいてはかなりお年を召した方も対象になっていると

お聞きしております。 

○門田委員（尾﨑委員代理） 自治体はそうです。 

○佐藤座長 前回の報告もそうでしたね。かなり年齢の高い人も入っていたと思います。

ただ、２の話の位置が、取り組み留意点は自治体のほうもかかわって、メンターとかそう

いう自治体のこういうところの担当者の方がこういうことを理解してもらうということが

すごく大事だと思うので、ここだと企業等の取り組みだけに係る感じなので、できれば自

治体全体の取り組みに係るような形にしていただくほうがいいかなとは思っています。 

 ほかに。山崎委員、どうぞ。 

○山崎委員 シニア層が婚活することも当然良いことなのですが、今後、先生方御存じだ

と思いますが、何もしなければ人口構成はいびつになってしまいます。自治体も消滅する

可能性があり、地域社会もなくなってしまうかもしれません。そういうことを考えますと、

若い方の希望をかなえていくのがこの会の趣旨であろうと考えて参加しているのですけれ

ども、ただ、今、内藤委員のハラスメントのお話を聞いていますと、企業として結婚を勧

めることについて非常にリスクを感じます。そして、渥美委員の資料14ページの人生相談

課が先にではなく、60代の男性社員の思いが起点であるとありますが、こういうところに

もハラスメントが通用してしまうのでしょうか。そうすると、相談することを働きかける

こともできなくなると私は思っているのですが、他の委員の方々の御意見はいかがでしょ

うか。 

○佐藤座長 もう少し一般的に言うと、別にこのことだけでなく、企業内で上司、部下の

関係で起こりやすいということなのです。 

○山崎委員 それはわかります。 

○佐藤座長 そういう話を留意できていれば問題ないのです。ですから、上司が部下に、

自分は指導だ、育成だと思っていても、部下にそのことを説明しないと、部下はこの忙し
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いときに何でこんな大変な仕事を振ってくるのか。でも、上司は今しかこの仕事はできな

いと思っている。でも、これはコミュニケーションをとれば解決するのです。実はそうい

う話なのです。ですから、そういうことをやれていれば平気なのです。 

○山崎委員 わかりました。 

○佐藤座長 ですから、別にこの話だけではなく、実はパワハラの問題というのは、上司、

部下関係がうまくいっているかどうかの話だと思うので、逆に言うと、大事なのですけれ

ども、このことだけでなく、企業なり管理職がやらなければいけない話だと思っています。  

○岡崎委員 岡崎です。 

 時間も限られていますので、資料３についてのみ述べたいと思います。４ページの「３．

社会的機運の醸成の在り方」に関して「（２）企業等の取組に対する顕彰等の実施」とい

うことについて、方向性は理解します。以前にここの場で、特に民間サービスの信頼性を

担保するための制度は既にあるというお話がありましたが、そのようなサービスのボトム

アップを図るものはあるけれども、よりよい取り組みを表出する、いわばトップアップの

施策もあると、具体策の情報共有が進み、従業員の生活を支援したいと考える例えば中小

企業等の経営者にとってヒントになることでしょう。 

 ただ、これを進めていく上で、1つお願いがあります。こうした顕彰的なものの乱立を危

惧しています。将来的には、多様な切り口でベストプラクティスが表出されることは、そ

れこそダイバーシティ経営を推し進めている方向性とも一致していきますが、今はユース

エール企業やくるみんなど、各企業が従業員のワークとライフをより充実させる取り組み

を行っていることを証明するような枠組みが、国が用意しているものだけでも複数あり、

既に就職先を検討する学生たちも「一体何がよい企業なのか？」と戸惑う状況です。結婚

を希望する個人をサポートする取り組みについても、婚活サービスの一般社団法人で既に

ベストプラクティスを褒めるような顕彰制度が既にあるようですので、国での新設を検討

しているならば、連携をぜひ模索して頂けるとよいのかなと思います。 

 都市部と地域に大きな差があるという話、他の委員からもかなり出ていますが、就職の

タイミングで地方から都市部に流出する人が極めて多いことを、その後の個人の生活の充

実支援を検討する上でも視野に入れて頂きたいと思います。三大都市圏の大学等で学ぶ学

生がそれ以外の地域に就職をするのは４人に１人なのですが、地方では２人に１人にも上

ります。また、それ以前の大学進学のタイミングにおいても、３大都市圏の高校を出た人

で地域外に進学する人は７人に１人であるのに対し、地方では半分に上ります。つまり地

方においては、大学進学で半分出ていって、さらに就職でも半分出ていく。こうしたある

意味地縁が途切れてしまった若い人たちが、結婚に限定するのではなく、新しい土地で新

しいネットワークができるよう企業がサポートをする。このような距離感での人間関係性

構築支援ということであれば、就職情報などのメディアで企業がピーアールすることがプ

ラスに働く可能性もあるのではないかと思います。以上です。 

○佐藤座長 ２と３、両方構いませんので、少し私が早目にやったので時間があると思い
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ますので、御意見を出していただければ。 

 では、内藤委員。 

○内藤委員 たくさん話して済みません。内藤です。 

 顕彰は３の社会的企業のところに挙げられていますけれども、これは高知県のほうから

出されていたような認証制度とは違うものを想定されているのですか。少しイメージを御

説明いただければ幸いです。 

○角田参事官 高知県さんのほうから出されていたものは、どちらかというと４ポツのほ

うの「自主的な取組の後押し」というように書かれておりまして、高知県知事、何度か御

発言されておりますが、子育て支援には「くるみん」制度がある。そういったものを参考

に自主的な取り組みを後押しするようなことができないかというのが多分御趣旨だと思い

ます。 

 逆に、この４ページにある顕彰のほうなのですけれども、これはどちらかというと優良

事例というのでしょうか、具体的な取り組みを広く知らしめるために顕彰というか、こう

いういい取り組みがあるよということを知らしめるという、いわゆる我々のところでも子

育て表彰みたいな制度がありますけれども、そういった形で周知を図るという趣旨でござ

います。 

○佐藤座長 ほかには２と３。 

○有田委員 まず３ページの２のところなのですけれども、最初のところ、実際、文章に

なるときに入れてもらえるのだろうと思っているのですが、やはりキーワードとしては価

値観の多様化、LGBTも意識しないといけない。これははっきり書いてもらったほうがいい

と思います。それから、企業はダイバーシティ経営を今、進めているという事実。ここは

書かなくてもいいのかもしれませんけれども、都市に若者が流入してきている。これは非

常に多様な価値観を持った若者が流入してきている、そこへの対応を今、企業が求められ

ているというところは忘れずにしっかり全体を構成してもらいたいということです。確か

に地方を意識することももちろん大事で、そちらのことを私は云々しませんけれども、今、

我々が抱えているのというのはそういう課題の中でやっているということ。 

 ですから、厳に避けるべきとありますけれども、内藤委員がいつもおっしゃっておられ

る、個の侵害に当たるようなことには一切ならないようにということは書いておいていた

だきたいなということがあります。 

 自治体の活動に対する協力ということについても、これはあくまでも企業の自主的な判

断というところ。これも企業の自主性というところははっきりしておいていただきたいな

ということです。 

 ４ページのほうに行きまして、先ほどの３の（２）ですか。顕彰等で評価するお話もあ

りましたけれども、効果を上げているところの効果はどうやって検証するのか。サイボウ

ズさんの話にもありましたけれども、婚姻率を出せと言ったらだめだと。これは私も聞い

てみたら、何をばかなことをおっしゃるのですか、有田さんと。これが現実です。したが
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って、具体的にこれは何をどうするのだということであります。 

○佐藤座長 何かありますか。 

○角田参事官 ありがとうございます。 

 例えば子育て支援の表彰などの場合にも、それをエビデンスとして、この取り組みをし

たらこんな数字が上がりましたとか、そういったものの競争というか、そういったもので

やるというよりは、独自性であるとか、内容を有識者の方などに評価していただく。あと

はそのサービスを使った人とか、触れた人たちからどんな評価を得たとか、そういったど

ちらかというと定性的な評価になるのかなと思いますので、少なくとも婚姻率とか出生率

とか、そういったもので評価するというのは考えがたいと思いますので、そこは安心して

いただきたいと思います。 

○有田委員 定性的なものというのは申しわけないけれども、かえって迷惑になることが

ありますね。要するに、そういうものを意識して職場の雰囲気をつくるのかということに

なるとゆがみが生じるような気もします。ですから、これはいかにも企業的なことを申し

上げますけれども、具体的に何の指標に対して何をすればいいのだという話がないものは

非常に難しいのではないかなと思うのです。 

○佐藤座長 ここは多分、４ページの（２）は基本的に手挙げ方式だと思うのです。法律

ではないですから、義務でも何でもなくて、うちのを褒めてくださいと手を挙げたところ

を褒めるという話になるので、うちは別に手を挙げなければいいという話だと思います。

そういうのはたくさんありますので、うちはこんなことをやっているのですから褒めてく

ださいというタイプだと思います。ですから、そういう意味では、別にうちはそういうの

をやりたくなければいいという話かなと思っています。 

○小野田審議官 若干つけ加えますと、例えばある企業様が休暇を設けられたといたしま

すね。結婚の活動あるいは結婚するための休暇。それが例えばどのくらい実際使われてい

るのか。従業員さんの中でですね。実際設けても全然それは空振りですよというのは、さ

すがにそれは効果的でないですねと、実際どの程度活用するか。それは比較はなかなか難

しいのですけれども、例えば何年後かにどの程度さらに進んだかとか、そういうあたりが

まさに手挙げ方式なのですけれども、一定の御説明はしていただければという意味の緩い

ようなものを意識しております。 

○佐藤座長 あと有田委員言われたように、どこかで企業のダイバーシティ経営を進めて

いるというのはあったほうがいいかと思いました。政府の関係で言うと経産省のダイバー

シティ企業100選のダイバーシティ経営の定義の中にはLGBTは入っているので、ですから、

そういうものを書くかというのはあるかと思いますので、もともと多様な人材を活躍でき

るというような価値観の多様性を認めるというのをやっているのですよというのはあって

議論したほうがいいかもわからないですね。 

 ほかには２とか３。では、天野委員。 

○天野委員 内藤委員、有田委員からLGBTの話が少し出ていたのですが、結婚というとい
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きなりLGBTという話が前面に出てきやすい傾向があると思うのですが、ここで御理解して

いただきたいのは、LGBTとは結婚したくないグループである、わけではないのです。そう

いった視点を前面に匂わすような「LGBTは結婚したくない人々である」という見方の発信

はやめていただきたいのです。有名な広告ですので知ってらっしゃる方も多いと思うので

すが、ティファニーのマリッジリングの広告にアメリカの素敵な実在の男性のカップルが

掲載されたりしています。こういった広告が国際的には大々的に出されているような御時

世で、日本においても同姓パートナーシップ認定が行われている自治体が５エリアへと拡

大している状況でございますので、先を見越した公的提案をお願いしたいと思います。結

構かばうような文脈や口調で言われているこういった差別発言がかなり日本では見受けら

れています。しかし、アメリカですと先ほど言いましたようなことが主流になっておりま

して、結婚式場のパンフレットとかも女性同士の結婚式、男性同士の結婚式などがきれい

な写真で紹介されておりますので、「結婚したくないグループであるLGBT」的な文脈はな

しでお願いしたい、一歩先の目線でお願いしたいと思います。 

 それから、結婚支援というと確かに有田委員や山崎会長から出ていたようなハラスメン

トの御心配が出てくると思いますが、結婚というよりもライフイベント応援企業になる、

ということでいいのではないかと思います。御高齢になってパートナーが欲しい方もおら

れますし、異性のカップルだけがカップルではないのですね。様々な「パートナー」を持

つこと、いわゆる家庭の形もダイバーシティしてきております。事実婚、障害者の方、老

年の方、など、パートナーを欲している方が世の中沢山ふえております。お一人様ももち

ろんオーケーですけれども、お一人様ではなくパートナーを持ちたいと願う方々のライフ

イベントも応援する企業が増えることを社会で応援していく、という視点ではいかがでし

ょうか。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 そうしたら、最後に「４．国・自治体の支援の在り方」をやって、それで全

体とできればと思います。 

 では、お願いします。 

○角田参事官 資料３の５ページで「４．国・自治体の支援の在り方」でございます。 

 まず、国においても前提として働き方改革などに着実に取り組んでいくということが重

要であるのは言うまでもないわけですけれども、その上で、企業等の取り組みについて、

国、自治体がどのように支援していくべきかということでございます。その際、先ほども

ありましたが、個人に特定の価値観を押しつけたりプレッシャーを与えたりすることがあ

ってはならないということには当然留意しなければいけないということにしております。 

 具体的な取り組みとしまして、まず渥美委員からもお話がありましたモデル事業の新設

というのを（１）で掲げさせていただいています。 

 （２）でライフプランニングの支援について、今、国のほうでも高校生向けの教材など

をつくっておりますので、そういったものをまた御提供できるのではないかということで
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掲げております。 

 「（３）自主的な取組の後押し」ということで、ここは先ほども御説明したところです

が、特に高知県知事のほうから出していただいている御意見であります。 

 （４）で、３ポツとかぶりますけれども、社会的機運の醸成ということも必要だろう。 

 ６ページ、（５）として「自治体における取組」。第１回の会議で、資料でお示しして

おりますけれども、全国の自治体においては、さまざまな企業と連携しようということで

さまざまな取り組みが進められておりますので、そういったもの、先進的なところでは既

にやられていることも多いですけれども、こういったものも自治体の間でも広げていって

いただきたいということでお示ししているところであります。 

 以上です。 

○佐藤座長 では、４をどうぞ。 

○内藤委員 内藤です。 

 モデル事業の新設のところで、渥美さんが多分出していただいた例をまずそこにいろい

ろと入れていただいていると思うのですが、そのモデル事業の①の調査のところで、渥美

さんの資料の５ページを拝見すると、そこで企業子宝率といったことが例として挙げられ

ているのですが、事務局として考えている調査といったときに、先ほど少子化対策だよね

という御発言がありましたけれども、こういった企業子宝率まで想定されているものかど

うか。そして、子宝でないとしても、結婚率みたいなものを想定しているのかどうか、ま

ずはそこをお聞かせください。 

○角田参事官 ①の調査なのですけれども、既に幾つかの自治体が関係自治体の中の企業

さんの取り組み実態を調べてらっしゃいますが、子宝率を調べてらっしゃるところはまず

全くないので、それは想定していないです。どちらかという従業員のニーズとか、結婚の

取り組みについてどのように考えていますかというような、どちらかというとプライバシ

ーにかかわらないようなものを調査されているというように認識しています。まずは自治

体の県下の企業の状況とか、従業員ニーズを把握するというような取り組みが先進的とい

うか、まだ２～３件しかやっていませんけれども、行われているというところであります。

ここはその調査の内容を我々が縛るイメージではないのですが、以上です。 

○内藤委員 ありがとうございます。 

 縛る内容ではないということを理解しました。でも、そうすると、暴走する可能性も自

治体であるので、例えば今、想定していないような子宝率であるとか、あと子宝でなくて

も結婚率みたいなところみたいなのはプライバシーにかかわるので調査しないというよう

なことをもしここでそういうような思いでこういうモデル事業として調査と挙げられるな

らば、書いたほうがいいのではないかなと思いました。 

 なぜかというと、そういったことが、従業員が意に反して既婚とか未婚、離婚、非婚と

かといったプライバシーを明かすことを強制される可能性が絶対あるのです。当然先ほど

も繰り返し申し上げているように、従業員のほうとしては、それを拒否するということが
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企業という職場というところではなかなか難しいです。ですから、そこは違うのだ、そう

いうことを調査するのではないのだということを書いていただければと思います。 

○佐藤座長 今の観点で渥美委員に私も聞きたいのは、子宝率がいけないというのではな

いけれども、渥美委員の説明を見ると、企業のメリットというのは社員全体の離職率低下

とかで、そうすると、わかりやすく言うと、社員が働きやすい会社ということで調査すれ

ばいいのではないか。その中に子宝率があるとすれば、別に社員が働きやすい会社調査で

いいのではないかという気がするのですけれども、それではだめなのですか。 

○渥美委員 制度、風土とあるわけです。制度は整っていても、風土がないというのがい

っぱいあります。「くるみん」をとっていても電通みたいなことが起きるわけです。だか

ら、私は風土を定量化したいと思って子宝率を使っている。 

○佐藤座長 たくさんあるので、それがやれればよいわけですね。風土をはかれるような

インジケーターを別にほかにつくれればいいわけですね。 

○渥美委員 もちろん、そうです。ですから、制度の利用状況というものをもちろん見ま

す。ただ、子宝率というのは、そもそも子育ての両立のしやすさを直接的に示そう。私は

必ずしも子宝率が高ければいいという単純な発想はしていないのです。企業分析するとき

は、例えば部署別に在籍者の子宝率をとります。そうすると、女性社員の子宝率はむちゃ

くちゃ高い部署があるわけです。いわゆるマミートラック。県庁で言うと出先機関は高く

なります。それは妊娠、出産したらこちらの部署で働きやすいけれども、傍流で、本人は

もっとやりがいのある仕事をしたいと思うのだけれども、外されてしまったというのは私

はハラスメントだと思うので、そこは子宝率が高ければよしではなくて、全ての部署で、

例えばエースが配属されるというような評価が高い部署であっても子宝率がそろっている

ということが１つの考え方かなという、そういう見方です。 

○佐藤座長 だから、子宝率である必要はないのですね。企業としていろいろな制度が利

用できるような風土もあるような調査でいいわけですね。 

○渥美委員 おっしゃるとおりです。私は別にモデル事業でやっていただきたいと思って

いませんし、別に自治体に使っていただきたいという趣旨で子宝率を開発しません。私は

企業カウンセラーをするツールとして使っている。ただ、福井県で使いたいという声があ

って、鳥取県、三重県、ことしで言うと青森県、山形県、新潟県、あるいは岐阜経営者協

会、佐賀県といったところに広がってきているのです。ですから、それは自治体が使いた

いと言ってくださっているのならば、別に使ってくださって結構ですというスタンスです。

ですから、国の報告書に書いていただきたいとは思わないのですけれども、排除されるの

は逆に侵害というか、何か私は悪いことをしたのかなという気がするので、やはり意見を

申し上げたい。 

○佐藤座長 私は単純に子宝率が高いところは社員が働きやすいのだったら、社員が働き

やすい会社調査をすればいいのですね、それも入りますよねという話です。 

○渥美委員 おっしゃるとおりです。だから、結婚支援に関しては、もうそういう広がり
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でいいと思います。 

○佐藤座長 否定しているわけではないです。 

○渥美委員 多分しゃべられるタイミングとしてこれしかないと思うので。恐らく表彰制

度で例えば高知県知事の御提案、知事会の提案についても、きょうの御議論を聞いている

とアレルギーがあるように思うのですけれども、私自身は幾つかの自治体で政策アドバイ

ザーを拝命していると温度差はすごく気になっていて、自治体が自主的に表彰制度とかや

るのは今もやっているし、それは別に国がとめる筋合いは全くないと思います。しかも、

任意ですからね。あくまでも任意で協力しているわけですから、そこは企業に強制力は全

くないので、別にとやかく言うことではない。ただ、国が実施する場合、「くるみん」だ

けではなくて介護している「ともにん」を参考にすべきだと私は考えます。 

 というのは、今までずっと議論に出てきましたけれども、「くるみん」認定は女性社員

の育児休業取得率80％、男性の育休取得率１名以上という基準を設けている。期間中の独

身者の結婚割合の目標設定とか、あるいはそもそも未婚割合などという、これはそもそも

調べるべきことではない。これは多分どなたも同意するところだと思います。だから、や

はりもっと緩やかな「ともにん」のマークを使いたい企業は使うように、うちは時間外労

働削減で生活時間確保を応援していますとか、イクメン、イクボスをふやすように企業内

努力をしています。結果として、社員が結婚しやすい環境をつくっている。そういうとこ

ろが例えばマークを使って、これは「ともにん」で実際ある枠組みですから、これは別に

結婚支援だからといって国が取り組むことを排除するのは逆におかしいのではないかなと

思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 ほかに４のところであれば。 

 部長、いいですか。 

○門田委員（尾﨑委員代理） １つ。細かいことなのですけれども、やはり交付金を地方

が自由にというか、使い勝手のよいことにしていただきたいということで、事例の中にあ

る部分をもう少しつけ加えていただくことができればということを思っております。例え

ば先ほどCSR、CSVの話が出ましたけれども、そういうのもモデル事業の１つに位置づけて

いただければ、交付金、優良事業の横展開という形でもやれるのではないか。ここの部分

に交付金を活用したモデル事業として本文の中で位置づけていただけたらどうかなという

ところを思っております。 

 一番最後の自治体の取り組みでございますけれども、これは４ページに機運の醸成のと

ころであるような、例えば企業の顕彰、経営者セミナーの実施とかという部分も交付金の

活用ということを視野に入れると、こちらへも記載をしていただけておればと思っており

ます。 

○佐藤座長 もし全体のところでも結構ですので、有田委員、どうぞ。 

○有田委員 たびたび済みません。５ページの４ポツの（３）の表彰制度であります。こ
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れは先ほどと同じような話になるかもしれませんが、企業にできること、これは企業もこ

こに含まれているのだとするとですけれども、基本的にはワーク・ライフ・バランスの話

と処遇の改善に尽きるのです。私、この間も申し上げましたけれども、それをやったら褒

めてもらうというのがこの席かというと、何か違いますよねということをまずは確認した

いのですが、いかがでしょうか。出会いの場というのはあくまでも自然なものが基本であ

って、それが表彰になじむとも私は思えない。要するに、この表彰の基準がイメージでき

ないので、その辺、何かこういうものですよというのがあれば教えてもらいたいというこ

とです。 

いずれにしても、やはり価値観の多様化の中で企業が今いろいろなことをやり始めてい

て、これもぜひ御理解いただきたいのですが、本当にドライだと思っている若者をようや

くウエットな場に今、引っ張り込んでいるわけです。企業としてもこれは生産性の向上に

も結びつくからでもあり、結果として結婚のカップルもこの間申し上げたようなイベント

が多分ふやしていると思うのです。そこにせっかく若者を引っ張り出してきているときに、

何だ、そういう意図なのか。表彰制度などは裏から見ると、今やっているもの全体もよか

らぬ目で見られてしまうような話になりかねないことはぜひやめてもらいたい。ですから、

基準とか、どういう打ち出し方をするのか。企業を対象にする話は相当難しいのではない

かなと思っているのです。 

○佐藤座長 どうぞ。 

○小野田審議官 まさに委員がおっしゃった点もあって、表彰というのはまさに優先順位

をつける話になると思いますので、そこはすぐそこができるかというと、なかなか基準づ

くりとかもあると思いますので、まずは表現ぶりが足りないかもしれませんけれども、あ

くまでも将来的な表彰制度も念頭に、まずは先ほども出ましたように効果を上げているよ

うなものを、こういう企業さんはこういう取り組みをやっていますよという広く事例を収

集して、それを公表していく。なので、優先順位をつけるための表彰をすぐやるというの

ではない。あくまでも広くこういう取り組みが行われているということを顕彰、収集して

発表していくということの趣旨でございます。 

○佐藤座長 これから少し事務局に考えていただきますけれども、１ページ目のところを

見ると、企業の取り組みで、まずは未婚の人だけではなく社員全体の取り組みがあります

ね。ここには渥美さんが言われたようにワーク・ライフ・バランスの話とかあって、あと

はできた生活時間の使い方みたいで、これはライフプランなどはそうですね。仕事だけで

はなく自分の人生をどう考えるか。そこには結婚ということも入ってくるかもわかりませ

んし、子育ても入ってくる、ここはありますね。 

 それともう一つは、結婚を希望する人に対する支援です。もし、これが全部そうだとす

ると、先ほどの表彰も全部入る。前半のほうもあり得るのです。だから、委員の言われた

ようなライフイベント支援みたいなものは、もしかしたら全部でライフイベント支援部門

とか、婚活支援部門と分ける可能性はあり得るかもしれない。ですから、例えば社員がボ
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ランティア活動をするのを支援していますなどというのはあり得る。ライフプランを考え

るセミナーでこんな取り組みをやって成果が上がっていますなどはあり得るかもわからな

い。それは私の意見とかなり違うかもわからないですけれども、ここを読むとあり得るの

です。だから、これで２ページの（４）のところだけ表彰するというのも変な感じになっ

てくるので。 

○有田委員 今、先生がおっしゃるのなら、私も理解できます。要するに結婚というもの

を特定する中でこれを打ち出すと変なことになりますよということ。 

○佐藤座長 わかります。 

 どうぞ。 

○新居委員 ４ページ目の３の具体的な取り組み例の２のところで、就職情報誌への掲載

と書いてあると思うのですけれども、これは結婚支援に効果を上げているところを就職情

報誌に載せると、若者がそこに就職したいという前提なのであれば、ここの会社は結婚し

やすいから行きたいと考える若者は余りいないのではないかなと思っています。 

 なかなか企業に対して相手の紹介を求めているような若者はすごく少ないのではないか

なと思っていて、できることならば企業に頼らずとも自分で結婚相手を見つけたいという

のが若者の意見だと思うので、結婚しやすいですよということを若者に対してPRするとこ

ろには余りお金を使わないほうがよいのではないかと思っています。 

 ５ページ目の４の具体的な取り組みの（１）のモデル事業としての取り組みの例が５つ

あると思うのですけれども、そこの④に企業内婚活メンターというのがあると思うのです

が、これもなかなか自分のすごく近しい人に対して結婚、出産について相談して、それが

昇進とかにもかかわってくるような近さであると非常に話しづらいかなと思っていまして、

例えば家族留学とかで出会っている10個上とかの企業とかが全然違う自分の仕事とか学業

とかの関係ない人たちに対して、継続的に相談に行く子たちはやはりいるのです。何度も

10個上とかのいわゆるメンター的な存在としてその人のことを見て、就職のことも相談に

行くし、今のつき合っている相手との結婚のことも相談に行くし、なので、結婚だけを相

談に行く相手を企業内に設けるというイメージが余りなくて、企業内だから相談できるこ

とももちろんありますし、企業外だから相談しやすいこともあるので、企業内の婚活メン

ターに限らず、逆に企業をまたいだ婚活メンターというほうが話しやすかったり、なおか

つ、婚活しか相談できないのではなくて、キャリアアップについても相談できる、人生に

ついて相談できる普通のメンターでいいのではないかなと思っています。 

 ⑤の企業間における交流の機会の提供ということに関しても、交流を目的とした企業間

のパーティーだとすごく交流を目的として行くのだという感じになってしまって、かなり

特定の人以外は参加しづらいと思うのです。なので、普通に交流の機会というよりも、複

数企業間で仕事をするというのは通常あり得ることだと思いますので、複数企業をまたい

だ仕事の機会をふやす。あくまで仕事をしている中で出会いましたというようなほうが重

要だと思うので、交流の機会というよりも複数企業間でともに事業をやっていく機会をふ
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やしていくというようなほうが自然かなと思います。 

 なので、何を申し上げたいかというと、企業内で出会いたい、結婚できるよということ

は余りPRすることが若者にとっていいことではないと思うので、企業に限らず、企業をま

たいだ人のつながりをつくっていくということが重要だと思います。 

○佐藤座長 多分１ページのところの（１）の１）みたいなことがいろいろな仕事、それ

はもちろん仕事でいろいろな人とつき合えるという話、あとは勉強会とかある。そういう

ことが多分メーンで、中には４みたいなものがあるということはあり得ると思うのですけ

れども、そのときに結婚だけかどうかは確かにね。 

 では、天野さん。 

○天野委員 自然な出会いということが本当は結婚の正しい姿ではないかという話が出て

いて、これは本当にそのとおりだと思うのです。けれども、これには都市部と地方部の圧

倒的な温度差の問題があると思います。群馬県庁さんにお話をお伺いに行かせていただい

ているのですが、製造工場などが多いエリアですと、男性しか職場にいないのです。御実

家と職場の車通勤の往復の日常ですと全く出会いがない。こういうケースも現実としてあ

りますので、結婚支援は経営者が決めること、というよりも、社員から上がってくる希望

ベースで企業が行動を決めればいいのではないかと思います。企業のトップがこうあるべ

きと決める、という話ではなくて、社員のニーズを調査していただいて、そういうニーズ

がある企業は積極的に取り組みましょう、そうではないところはそこそこに、というよう

な話ではないかなと思っております。 

 必ずしも企業内で結婚したい人ばかりではない。この御意見も確かに半分は正しいと思

っております。大学生さんにヒアリングさせていただいたときに、就職先で出会いたいと

いうお声も私の場合は半分から出ておりました。結婚支援をしてくれる企業は育児支援に

も非常に熱心な企業なのではないかと思える、というようなお声も女性の大学生さんから

出ておりましたので、職場での出会いについては半々ぐらいの期待ではないかなというよ

うに思っております。実際に、こういう方、こういう出会いが職場であったらいいなと思

って就職先を決める女性たちもいる、ということを指摘したいと思います。「恋愛はお世

話にならずに私自身で勝ち取る」という女性だけではなくて、そういう就職先にいるよう

な方と出会いたいと思って就職先を探す方も世の中におられますので、その辺も御理解い

ただければ、と思っております。これもダイバーシティの視点で認識をお願いいたします。  

○佐藤座長 では、岡崎委員、内藤委員、そこまででいいかな。 

○岡崎委員 岡崎です。 

 念のための確認のようで恐縮ですが、４ページの（２）で「優良事例の横展開」と記さ

れていることについて、繰り返しになりますが、婚姻率とか出生率とかといった数字を例

えば就職情報メディアに載せましょう、という話ではないですよね？結婚に限らず、あく

までも従業員が個々人の生活をより充実させるために、それぞれの希望を叶えることに対

して、企業はダイバーシティ経営の精神のもとに応援する。そうした姿勢を企業が内外に
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示すことを就職情報メディアなども活用して後押しする、と理解していますが、齟齬はご

ざいませんでしょうか。そうでないと、新居さんおっしゃるとおり、学生含めた若者たち

も「そこまで企業が立ち入るのは不快だ、ハラスメントだ」という反応になると思います。

ただ、一方で、新居さんの資料の学生コメントにもあるように、ブラック企業とか過労死

の話題が盛んに報道される中、いくら国が一億総活躍だ、両立支援だと声高に叫んでいて

も、実際に働き始めたら育休なんて本当にとれるのだろうかといった不安を抱える学生は

少なくないと実感しています。就職先選びは、多くの学生にとってはアウェイ戦のように

感じられるシーンが多く、不安も非常に大きい。だからこそ、個々人の生き方や働きがい

を支援に真剣に取り組む企業が手を挙げ、その具体的な取り組みやその背景にあるポリシ

ーを伝えるということは、若者がより前向きな社会への第一歩を踏み出すためにはとても

重要であり、今回の話もあくまでその1つ、ことさらに「結婚支援」ばかりを強調したり、

ましてや企業が結婚を強要しているかのように見せたりすることは決して求められていな

い、あくまで個々人がそれぞれの希望が叶う世の中を目指す、それを後押しする企業を表

出する、という認識でおりますが、合っておりますでしょうか。 

○角田参事官 間違いないです。大丈夫です。 

○佐藤座長 では、内藤委員。 

○内藤委員 今の話と似てくると思います。１回目も話が出ていたと思うのですが、この

問題の背景に長時間労働ということがあって、さらに非正規問題、低賃金ということがあ

ったというのは、第１回目で共有されていたと思います。そこを１回目に議論したとはい

え、今回、明確にすごく書いているという、ポツではないところに多分この１ページ目の

１の「企業においてまず取り組むべき基本的な課題は」というように書いていただいてい

るということなのですが、具体的な取り組みのところになりますとそれはない、こちらで

はないですね。うっかり読み飛ばしてしまいますので、多分これまでの流れでしたりとか

経団連さんもそうですけれども、おっしゃっていた、しかも前回、有田さんが御報告され

た中で自主的な取り組みの中心はやはり働き方改革、長時間労働の是正と非正規の待遇改

善とを経団連みずからが言っていただいていますので、まず自分たちがやるというように

言っていただいていますので、それをこちらということですね、有田さん。ですので、こ

こにきちんと企業、団体における取り組みのところで１つ立てていただいて書く。それが

多分大事なのだと思います。そうではないでしょうか。 

 両立支援というところがありますけれども、非正規のところ、低賃金のところも結婚す

るかしないか聞いていますね。 

○佐藤座長 １のところの２行目ぐらいのところ。ただ、これは全部書いてしまうと働き

方改革を全部こちらに持ってくるのかということになるので、書き方は、それは大事だと

いうことは書くけれども、それをメーンにここで議論するということではないと思うので、

そこはね。 

○内藤委員 わかります。ただ、今、何人かの委員の方も、やはりそうではなくて働きや
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すいかどうかということでもって手を挙げる顕彰制度とか、そういうことをPRしたほうが

学生さんもやりやすいという実際のお声を聞いた感じはそうだったと思いますので、やは

り企業にはそこを取り組んでもらうのが一番そういうことにつながるという話なのかなと。 

○小野田審議官 まさにそこは大前提なので、済みません、事務局としましては、自主的

な取り組みのまさに柱書きの最初に入れさせていただいておりますし、「国・自治体の支

援の在り方」も、まさにその柱書きの最初に、働き方改革を国全体でやっている、それを

着実に進めていただきたいという、まさにイの一番という形では入れさせていただいてお

りますが、もう少し個別の長時間労働とかそういうもの、フレーズとかを入れるというの

であればまた工夫させていただきます。 

○内藤委員 ぜひよろしくお願いします。具体的な取り組みのところに１つ入れていただ

きたい。そして、国としてそれを支援するというところも重要なのかなと。なかなかそれ

を企業がやりたいと思っていてもできない部分がありますので、ぜひ今の構成ですと４に

かかわる部分で、そこを国としてどういうように応援できるのか、そこも考えていただけ

れば幸いです。 

○佐藤座長 まだいろいろあるかと思うのですけれども、一応時間なので、きょう出た御

意見を踏まえて、事務局に次の案をつくっていただきます。まず、最初のところですね。

前書きのところ、国民の結婚に関する希望を実現する。結婚支援から書き始めないほうが

いいと思うのです。だから、やはりそういうことで、結婚したい人がその希望を実現でき

るような取り組みをしていく。これは社会的な醸成だし、企業、団体、自治体もやってい

きましょうねという話ですね。その前提として、内藤委員が言われたように、やはり安定

した収入とか仕事を続けられるとか、長時間労働、これも大事。そういうことも書いたほ

うがいいかもしれませんね。 

 渥美さんが言われたみたいに働き方改革は大事なのは、自分の時間をつくれるというこ

とです。だから、自分の生活時間をつくれる。この中にいろいろなところへ出ていくと、

勉強に行けばそこで出会えるかもわからない、婚活をやる、ここのことを働き方改革では

余りそちらを議論していないので、働き方改革をやるということは、一人一人が自分の時

間をつくれて、結婚したい人はそれにつながるような活動をやれるということだと思うの

で、そういう意味での働き方改革の評価の仕方みたいなのを書くような形のほうがいい。 

○渥美委員 今、先生がおっしゃったこと、生活時間改革ということを幾つかキャンペー

ンをやっていますので、ぜひそういう言葉も使っていただければと思います。 

○佐藤座長 そういう話でやっていただくほうがいいと思います。 

 それと、あと内藤委員の言われた２の留意点のところは全部にかかわる話なので、前半

に個人に価値観を押しつけることがないようにということを書いた上で、具体的な中身の

２は全部にかかわるようにしたほうがいいかな。ここだと企業、団体の取り組みだけのと

ころにかかわるような感じになってしまっているので、ですから、一番最後に持っていっ

て、企業あるいは団体、自治体、あとはそこで取り組み方、考え方とか担い手です。やは
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りこういうことを理解できるような形でやっていただくほうがいいかなというように思い

ます。 

 企業のところはダイバーシティ経営をやるという、多様な人材が活躍できるということ

にしているというのも触れてもらうほうがいいかもしれない。というようなことで、いろ

いろ大事な御意見を出していただきました。そういう意味では、バランスよく、多様な考

え方を持った人がいることを前提に、ですから、結婚しないということも、それがいけな

いというわけではない。ただ、他方で、結婚したいという人もたくさんいるわけで、両方

いることを踏まえた上での支援ということ。その支援も企業にやってもらいたいという人

もいれば、自分でやりたいという人もいるので、そういうことを踏まえながらどうやって

いくか。難しいところなのだけれども、やる必要があると思いますので、その辺は少しま

とめていただければと思います。 

 いいですか。どうぞ。 

○有田委員 次で最後でしたか。企業としてぜひお願いしたいことなのですが、やはりい

ろいろな出会いの場、特にこの先、いろいろ 60歳の方の結婚の話もありましたけれども、

一億総活躍で一億をどうやって維持するのか。若者を視野に入れるとなると、労働組合の

存在はすごく大きくて、組合の話はぜひこの場で呼んでみんなで共有しておいたほうがい

いのではないのかな。それが１つ。 

 企業にとっては、組合の意見を聞いておかないと、あとは労使協議のテーマになりそう

なアイテムがたくさん並んでいますので、やはり労働組合の意見はぜひこの場で聞いたと

いう事実は残していただきたいので、御配慮をよろしくお願いします。 

○佐藤座長 その辺は事務局と例えばどこというのもすぐ事務局が出てこないとわからな

いので、それはもしやる場合は有田さんのほうでも少し。 

○有田委員 連合で。 

○佐藤座長 では、とりあえず次回で、別にそこでもう一度御意見を伺ってさらに直すと

いうことなので、そこで御意見を出していただいて、必要なものは直すということになる

と思いますので、よろしくお願いします。 

 あと新居委員の資料は写真とかたくさん入っているので、個人情報が入ってしまってい

るので、これは公開するのでどこを落とすかとか、それは事務局とやってください。 

○新居委員 はい。 

○佐藤座長 ほかの方もネットに資料をアップしてしまっているので、事務局と落とした

ほうがいいところを落として、特に写真などが入っているので。いいですか。 

 どうぞ。 

○門田委員（尾﨑委員代理） 次回が最終とりまとめということで、次回までに事務局に

御意見を申し上げるということでよろしいでしょうか。 

○佐藤座長 この後、どうなるか。多分事前に案が行くと思うのです。その辺の御説明。 

○角田参事官 またきょう、全て言い切れていない御意見があると思いますので、そうい
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うのもいただくというのもあると思いますし、こちらからも第５回に提示するものをなる

べく早くお示ししたいと思いますので、ここでまた御意見をいただければと思います。 

○佐藤座長 では、そういうやり方で次回まで進めさせていただければと思います。少し

時間を過ぎてしまいましたが、どうもありがとうございました。 

 


