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第５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20日（火）11:15～12:00 

              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、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５回会議を始めさせていただきます。 

 本日は、加藤大臣に御出席いただいております。 

 それでは、加藤大臣から御挨拶いただければと思います。 

○加藤大臣 皆さん、おはようございます。閣議等がありまして、皆さんを少しお待たせ

いたしまして申しわけございません。 

 この検討会においては、佐藤座長をはじめ、委員の皆さん方にはそれぞれ大変お忙しい

中、特に今日は年末間近ということでございますけれども、こうしてお集まりをいただき、

そして、検討を重ねていただいておりますことに改めて感謝を申し上げたいと思います。 

 前回の検討会では、提言の骨子（案）を提示して、それについて活発な御議論をいただ

いたというように聞いております。この検討会は、あくまでも結婚を希望する方が、その

希望を叶えられる、そうした環境の整備に向けた取り組みについて御議論をいただくとい

うものでございます。結婚の希望はあっても、なかなか職が安定しない、あるいは将来の

収入の見通しがしっかりつくことができない、こういった理由で二の足を踏んでおられる

若い方々もたくさんおられるわけであります。 

 そうした点については、非正規で働いている方は正規で働いていけるように、そうした

雇用の機会を確保する、あるいはそうした職につけるための職業訓練などを行っていく。

さらには、非正規であっても、しっかりとした処遇を確保していく。また、転職や再就職

の支援、こういった働き方改革によって、若者の皆さんの雇用が安定し、所得の向上が図

られ、将来に対する展望をしっかり持てる、こういう環境をつくっていかなければならな

いというように思っております。 

 また、一人一人が十分な生活時間を確保していただく、こういう観点からも長時間労働

の是正、これにはしっかり取り組み、また、そうしたことを通じて、労働生産性の向上と

いったことにもつながっていくわけでありますけれども、いずれにしても、働き方改革に

よって、いわゆるワーク・ライフ・バランスを推進していく、こういったことが政府全体

において、また、各企業においても、そうした取り組みをお願いしていかなければならな

いと思っております。 

 実際、企業・団体におかれては、これまでもワーク・ライフ・バランスの推進に取り組

んでいただいているところでありますけれども、そうしたことをベースとしながら、その
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上で、結婚の希望をかなえる環境整備に向けて、それぞれの事情、それぞれの環境がある

と思います。自主的な取り組みを進めていただければと思っております。 

 もとより、結婚というのは個人の自由な意思決定に基づいて行われるものであります。

また、さまざまな価値観が、いわゆる価値観の多様化という言葉で言われるようにござい

ます。そういったことを踏まえながら、ある価値観を押しつけるようなプレッシャーをこ

うした特に会社等の関係の中で与えるようなことがあってはならないということは、この

場においても御指摘があったとおりであります。そうしたことを十分踏まえながらも、他

方で、結婚をしたいという希望を持っておられる方々の希望をどう叶えていけるか、その

ための環境整備をそれぞれの企業や団体、大学等でどのようにやっていけばいいのか、そ

の参考になるような提言をぜひお願いをしたいと思っております。 

 残念ながら、今日は年末で次の予定があるものですから、皆さんそれぞれの御意見を聞

くことが叶いませんけれども、どうか佐藤座長を中心に、これからの方向を示唆する提言

をぜひお願いしたいと思います。 

 最後になりましたけれども、大変短い期間ではありましたけれども、集中的に御議論い

ただきましたこと、重ねて感謝申し上げて、私からの御挨拶とさせていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 加藤大臣は公務がありますので、ここで退席されるということですので、どうもありが

とうございました。 

（加藤大臣退室） 

○佐藤座長 カメラもここまでということですので、退席のほうをよろしくお願いします。 

（報道関係者退室） 

○佐藤座長 本日、少しスタートが遅れましたけれども、本日の進め方ですが、検討会で

の提言骨子案について御議論いただくということになります。本日は、前回の議論を踏ま

えて整理した検討会の提言（案）を御説明いただいて御意見を伺うということになると思

います。 

 議題に入る前に、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○角田参事官 お手元にある資料を御覧ください。 

 議事次第がありまして、資料１で提言案、参考資料１、２とございます。参考資料１は

前回の議事要旨となっております。参考資料２のほうですけれども、前回、前々回の検討

会で委員のほうから労働組合の意見も聞いたほうがよいのではないかという御意見をいた

だきましたので、事務局で先日、日本労働組合総連合会のほうに御意見を伺ってまいりま

した。御報告も兼ねまして、連合総合男女平等局から御提示のあった資料を配付させてい

だいておりますので、御確認いただければと思います。 

 もし漏れなどありましたら、事務局のほうにお声がけいただければと思います。 

 以上です。 
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○佐藤座長 それでは、先ほど御説明しましたように、検討会の提言（案）を事務局から

御説明いただいて議事を進めたいと思いますけれども、きょう、お手元にお配りしている

提言（案）は、きのうの７時少し過ぎ、残業されたのだと思いますけれども、お送りいた

だいたものに変更があるのは関係府省と調整していた部分があります。これはちょうどそ

のころ来たそうですので、そこが変更されている以外はきのうお送りしたものです。もち

ろん、その後、お送りしたメールに御意見いただきたいと書いてあったかと思いますけれ

ども、そういう意味で、送っていただいた方もいらっしゃいましたが、夜中に仕事をする

のはやめろと言いましたので、そういう意味で、お手元にあるのは基本的にはきのうお送

りしたものですので、それとあと、きのう７時過ぎということもあったので読む時間がな

かったという方もいらっしゃると思いますので、まず少し丁寧に御説明いただいて、その

後、渥美委員のほうから順に御意見を伺うというようにしたいと思いますので、その辺、

御了解いただければと思います。 

 それでは、少し丁寧に御説明いただければと思います。 

○角田参事官 それでは、資料１を御覧いただければと思います。なるべく前回御提示し

ました提言骨子案との違いについて御説明できればと思います。 

 まず１ページ目を御覧ください。前回の骨子案では、前文がかなり短い簡素なものにな

っておりましたけれども、いただいた御意見、この検討会の検討事項の背景について若干

丁寧に書いております。 

 「結婚の希望を叶える環境整備のための取組は、個人の希望や悩みに寄り添うものであ

るべきである。なぜならば、価値観が多様化する中、結婚は人生の選択肢の一つであり、

その選択は個人の自由な意思決定に基づかなくてはならないからである」ということで、

まず最初に、そういう前提となる考え方について書かせていただきまして、その次に、こ

の検討会の背景であるデータについて御紹介しておりまして、第１回の会議でも資料で配

付させていただいたような生涯未婚率ですとか、そういった結婚できない理由としてどう

いったものが挙がっているのかといったことを御紹介しております。詳しい数字について

は注釈のほうに落とさせていただいております。 

 ３パラですけれども、こうした状況を背景に、地方自治体や国においては、これまで取

り組みが進められてきたところでありますけれども、本年６月の一億プランを契機に、企

業・団体・大学等の取り組みを支援していくことが課題の一つになっている。そういった

背景のもと、この検討会でどのような自主的な取り組みが要るのかということについて議

論を行った。 

 議論を進めるに当たってはということで、最後に大臣からもありましたけれども、特定

の価値観を個人に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

うことに最大限留意したということをまた念押しするということで、こうした点を踏まえ、

以下、提言するということとしております。 

 ２ページ目ですけれども、骨子案のほうでは、まず１ポツということで企業・団体・大
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学の自主的な取り組み例から入っておりましたが、前回の座長からの御意見も踏まえ、企

業・団体ではなく、まずは国、自治体でどのような環境整備ができるのかということにつ

いて記載させていただいています。 

 まず「１．働き方改革の推進と結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり」といた

しまして、（１）としましては「働き方改革の推進」について記載させていただいており

ます。その上で、環境整備として大事なものは働き方改革の推進だろうということを書い

てあります。 

 （２）で「結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり」ということで、これまで国

と地方自治体が連携してやってまいりました取り組みですとか、地方自治体の取り組み例

について御紹介した上で、特に「２）地方自治体の取組例」のところのただし書きですけ

れども、地方自治体においては、企業・団体・大学等も含めた地域全体で環境整備に取り

組んでいる例を御紹介させていただいておりますが、ただし書きとして、それぞれの企業

等の事情も異なりますので、協力するか否かは自主的な判断に委ねられるべきであるし、

協力する、しないによって不利益をこうむるなど、そういうことが働かないようにすべき

であるということを御意見踏まえて特に書かせていただいております。 

 ３ページに参りまして、次に「２．企業・団体・大学等における自主的な取組例」とい

うことで、ここから具体的な取り組み例になっております。ここでも、これも委員からの

御指摘もありました、企業・団体・大学等において、まず取り組むべき基本的な課題とし

ては、働き方改革を通じたワーク・ライフ・バランスの確保など、そういったことがまず

第一であろうということを書かせていただいています。 

 その上で、自主的な取り組み例としてはさまざまなものが考えられるということで、こ

れは前回も書かせていただいたところです。 

 ここでまた先ほどとかぶりますけれども、この企業・団体・大学等による取り組みとい

うのはあくまで自主的な判断によるものであって、国や自治体が直接、間接に強制するこ

とがあってはならないということであります。 

 そういった前提を踏まえた上で、自主的な取り組み例というものを類型化すると以下の

とおりになりますよということで書いております。 

 その上で、（１）（２）ということで、企業・団体と大学等で取り組み例を分けている

のが骨子と同じであります。変わった点は、まず１）と２）の順番を変えておりまして、

まずは「仕事と結婚・子育てとの両立支援」だろうということで、取り組み例の中では、

従業員が利用するベビーシッター費用の一部補助などを追記させていただいております。 

 「２）多様な交流の機会の提供」「３）ライフプランについて考える機会の提供」「４）

結婚につながる活動に対する支援」、文言を少しいじっておりますけれども、ここの要素

は変わっておりません。 

 その上で、４）では、結婚につながる活動ということで、特に希望する者に対しての取

り組みであるということを特に強調しておるところでございます。 
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 ５ページに参りまして、大学等の取り組みについては、１）の両立支援策のところで御

意見を踏まえて休学費用の負担軽減という取り組み例もあるのではないかということで追

記しております。 

 ６ページに参りまして「３．国・地方自治体の支援の在り方」でございます。ここにつ

いての特段の追加点は、前文のところでなお書きしておりますけれども、若干繰り返しに

なりますが、価値観の押しつけやプレッシャーを与えたりするというのは、国や地方自治

体の取り組みであっても、そういうことがあってはならない。また、企業・団体・大学へ

の押しつけにもならないように十分留意するということをまず書いた上で、具体的な取り

組みとして追加しているのは、「１）働き方改革・子育て支援の推進」というのが国・自

治体においてもまずやるべきことである。支援としてもまずやるべきことであろうという

ことで、（２）以降については、大きな変更はございません。 

 「（４）自主的な取組の後押し」のところで７ページのほうにかかりますけれども、企

業・団体・大学の自主的な取り組みがさらに進むような仕組みの必要性について検討する

ことも考えられるとしておりますが、ここで特に御意見を踏まえて、なお、検討を行う場

合には、ここも繰り返しになりますけれども、企業・団体・大学等が不利益をこうむるな

どの強制力が働かないようにということを注意書きしておるところでございます。 

 ８ページに行きまして、最後の柱であります「取組に当たっての留意点」でございます。

ここも前文をかなりふやしておりまして、御意見を踏まえまして、あくまでこの取り組み

は結婚の希望をかなえる環境の整備であって、個人に対して結婚を勧めるものではない。

また、その後は繰り返しになりますけれども、価値観の押しつけやプレッシャーを与えた

りすることがあってはならない。 

 また、価値観が多様化してくる中で、多くの企業が、済みません、ここのLGBTという用

語については、きのうお送りした後に若干用語について疑義があるということで御意見を

承っておりますので、今後、座長と御相談していきたいと思っておりますけれども、今は

LGBTということで御紹介させていただきますが、多くの企業がLGBTや外国人材も含むダイ

バーシティ経営を進めている。こうした状況と相まって環境整備の取り組みを進めていく

ということが重要だろうということを追記させていただいております。 

 ＜留意すべき点＞のほうですけれども、ここは先ほど座長からもありましたが、関係省

庁からの御指摘もあって若干きのうお送りしたものから順番などが変わっておりますが、

一番変わっているのが、きのういただいた中から２パラ目「例えば」というところで、例

えば雇用関係が生じる場面においては、男女雇用機会均等法上、セクシュアルハラスメン

トの発生の原因や背景に「男性は結婚して一人前である」「女性は早く結婚しなさい」な

どの性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられているというところを所管省庁のほ

うからの御意見を踏まえて、特に直しているところでございます。それ以外に要素として

は変わっていないかと思います。文章の順番は変わっております。 

 ９ページに参りまして、具体的な対応例のところですけれども、こちらもかなり指針に
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ついて細かく入れさせていただいていたのですが、本文のほうからは落とさせていただい

て、一番最初のポツ、企業・団体・大学等においては、先ほどの骨子の２とか柱の２や３

で述べたような支援に自主的に取り組むに当たっては、例えば社内に設けられたセクシュ

アルハラスメント等の相談窓口担当者等の助言を得るなどの対応をとることも重要である

としております。ここは実はかなり注釈に落としているところがありまして、８ページの

一番最後に「18」という注釈をつくっておりまして、注釈の一番後ろ、最終ページを御覧

いただきますと、かなり細かく注釈のほうに落とすというようにしております。 

 大きな変更点としては、最後の「また」のところですけれども、国や地方自治体が取り

組むに当たって、特定の価値観の押しつけとならないようにするという観点から、男女共

同参画関係部局というのが国、自治体、いずれもありますので、そういった部局と広く連

携するというような措置をとる必要があるということを追記させていただいているところ

です。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 今、御説明ありましたように、基本的に８ページの＜留意すべき点＞のところが関係す

る省と調整した結果になっていて、一部、注に落ちたりとか調整があった。あとは基本的

に昨日お送りしたものです。そういう意味で、少し詳しく御説明いただきましたが、きの

う出張だったとかいろいろな方がいらっしゃると思いますので、そういう説明と今、読ん

でいただいたことを踏まえて、皆さんに御意見を伺えればと思います。 

 一応、順に、まず渥美委員のほうから御意見を伺えればと思います。 

○渥美委員 国の出す報告書としては最大限配慮されている文言で、とてもすばらしいと

思います。 

 １点、私が申し上げたいのは「地域の実情に応じて」というところで、やはり都市部と

地方にかなり差がある。地方も一くくりにできないというところを全部この「地域の実情

に応じて」という言葉で書いておられるのですが、私は国や自治体、特に自治体ですね。

行政の役割としては、やはり環境の整備として、この結婚というのは基本異性婚ですから、

男女の人口割合が結構アンバランスになっている地域はあるのです。そういうところをき

ちんと、例えば未婚率の上昇が、これはマクロの国の話ですけれども、実際に地方自治体

においては未婚率、全国の動きと比べると、うちは女性の未婚率の上昇は国以上、男性は

国以下というようなところで、女性が結婚しづらい環境、それは男性がほかのところに行

ってしまう、女性は残るというところ。 

 それはあくまで個人の選択ではあります。ただ、そもそも例えば親としては慣れ親しん

だ地域で過ごしたい。その親の面倒を見るのはあくまでも女性の役割みたいなところで地

域の社会慣行として、女性がどうしてもそういうところを担っていてという偏在のところ

は問題だろう。だから、やはり環境整備ということでは単なる未婚率の上昇というよりも

もう少し地域に応じて考えられる材料はいろいろあるのです。考えている地域というのは、



7 

 

そういう今、御説明申し上げたところをきちんと踏まえて、そもそもそういうところから

変えていこう、そもそも親を別に娘が見なくても地域で見るとか、あるいは男性が戻って

こられるとか、いろいろな地域政策と絡めてこの問題を捉えようとしているものですから、

そこら辺も考えている自治体担当者はいいのですけれども、余り視野に入っていない自治

体担当者もおられるような気がするので、環境整備というものをもう少し深くデータから

考えられる要素があるというところをぜひ一文で構わないので書いていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○佐藤座長 では、天野委員、お願いします。 

○天野委員 全部読ませていただいて、非常に配慮された構成になっていると思っており

ます。今、渥美委員からも出ておりましたけれども、都市と地方ではそれぞれの事情にか

なり差があります。男女比などはエリアのみならず、企業を個々に見ましてもそうです。

製造業であれば工場であれば男性がほとんどであるとか、化粧品メーカーであれば女性ば

かりであるとか、企業ごとにもやはり差が出ているところで、一律の応援ということに無

理があります。ですので、ベストプラクティスといいますか、様々なケースでの参考とな

る事例の横展開という役割を、自治体が行うことがあっていいと思います。さすがに国レ

ベルで横展開する、というところまでは大変かもしれないのですけれども、せめて自治体

は効果のある事例を吸い上げておいて蓄積頂ければと思います。そして企業から「助けて

ください、うちはどうしたらいいのでしょうか」という声が上がったときに、「他ではこ

んなやり方があるようですよ」と気軽に相談に乗っていただけるような、図書館的な機能

をもっていただけるなら、非常によろしいかなと思っています。 

 企業は今、介護問題ですとか長時間労働是正の問題に直面し、介護離職も大変なことに

なっていますし、女性活躍推進というところにも取り組んでいかなければいけないという

ことで、担当者が日々奔走している状況でもあります。ですので、何か問題がぱっと出て

きたときに、こういうのもあるよ、と言っていただける具体的なアドバイス機能が自治体

にある、ということは非常に助かるということです。自治体に事例の図書館の司書さま的

な役割をしていただけるといいのかなと思っております。 

 最後に１点。都市、地方、それぞれの結婚支援にかかわっている方からお話を聞いてい

ますと、特に女性未婚者に多いのですけれども、「結婚活動をしていること自体が恥ずか

しくて周囲に言えない」という悩みをもっている未婚者が少なくないと聞きます。例えば

結婚相談所に登録しているけれども、恥ずかしいから周囲に隠さなければいけないとか、

婚活アプリを使っているということを隠さなければいけない、そんな風土が日本にはある

ところが独特だなと思います。結婚活動をしているのが恥ずかしい、という国際的に見る

と全くよくわからない社会にならないような社会づくりを社会全体で進めていっていただ

ければというように思っております。 

 以上です。 
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○佐藤座長 では、有田委員、お願いします。 

○有田委員 どうも取りまとめ、本当に御苦労さまでございました。ほぼ私の意見も入れ

ていただけたのかなと思っております。 

 細かいことをあれこれ言うと気になっているところはなくはないのですけれども、全体

としては、冒頭、加藤大臣がおっしゃられたように、企業としてできることとしてはワー

ク・ライフ・バランスが非常に大切で、これはまさに企業自身のためにも進めないといけ

ないこととしてしっかりと取り組んでいきたいなと。非正規雇用とか少しでも雇用の質を

上げていくという取り組み、これも企業の責任として、していかないといけないことだろ

うと強く認識しておりますので、そこに向けて努力はしていきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○佐藤座長 岡崎委員、お願いします。 

○岡崎委員 ありがとうございます。 

 皆さんとほぼ同じ意見です。多方面に配慮されたまとめにしていただいていると思いま

す。様々な状況や課題がある中で具体的に何をしていくかという点について、３ページに

ある、企業・団体においての自主的な取り組み例の（１）で「まずは両立がしやすい職場

環境の整備が重要である。」と述べられているくだりについて、１点だけ申し上げたいと

思います。 

 両立がしやすい職場環境の整備が重要であるというのはそのとおりだと思うのですが、

例示されている内容が、どちらかというと産み育てるための福利厚生的なものに集中して

いることがやや気になりました。若い人たちの中にはこの先の長い人生におけるキャリア

開発に不安を抱いている人も少なくありません。単に産み育てて仕事を続けることができ

る、ということだけでなく、そんなある意味制約のある状況においても、常にキャリア開

発が可能になるようなサポートがあるかどうかという観点も重要であると思うのです。例

えばライフイベントにより働き方が変わった従業員にカウンセリングを行っている企業は

かなり多いと認識しています。しかしそういう実態を意外と学生は知らない。事業所内保

育園やベビーシッター利用時の補助などの有無ももちろん重要な情報ですが、人は年齢を

重ねるに連れてその希望もどんどん変わっていくわけで、そうした変わりゆく希望が常に

かなえられるような取り組みを企業も既に実施している。それらも含めて事例として共有

されるというところまで視野を広げて提示されるとよいと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 門田部長、お願いします。 

○門田委員（尾﨑委員代理） 結婚支援の取り組みにつきましては、あくまでも提言にあ

りますように出会いや結婚への支援を希望する方のために行うものでございまして、今後

も必要な施策だと考えています。今回の検討会での議論にもありましたように、その際に

は特定の価値観を個人に押しつけたり、個人の意思決定にプレッシャーを与えることのな

いよう、個人のプライバシーに最大限配慮すべきだと考えています。 
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 提言案にはこれらの観点も盛り込まれていることを評価しています。したがって、提言

案の内容につきましては、このような方向でいいのではないかと考えます。この提言を踏

まえまして、自治体も企業と連携をして、結婚への支援を希望されている方の応援をして

いきたいと考えております。 

○佐藤座長 では、内藤委員、お願いします。 

○内藤委員 内藤です。 

 いろいろ意見を踏まえていただいて、ありがとうございます。 

 昨晩も事務局のほうには私の意見を送らせていただいたのですが、マイナーな点は除き

まして少し述べさせていただきたいと思いますが、４ページの４）の本文の２文目、取り

組みに当たっては、結婚や結婚支援を望まない者が不快な思いをしないよう配慮すること

が重要であるというように入れていただいています。これ自体、大変重要なことなのです

けれども、ここでも何回も出ているLGBT、性的マイノリティーは、ここのくくりです。結

婚や結婚支援を望まないものというカテゴリーには入らないと考えられるということもあ

るので、ここのところ、例えば結婚や結婚支援を望まない者や性的マイノリティーが不快

な思いをしないようというようにしたほうがいいのかなと思いました。細かいところで恐

縮です。 

 ６ページです。おおむねとてもいい内容にしていただいているのですが、ライフプラン

ニングの支援のところ、いろいろなところに出てくるのですが、ロールモデルのところは

ほかは「多様な」と入れていただいています。ここの６ページの３の「（２）地方自治体

と連携した自主的な取組に対する支援」の①の最初のところに、多様なロールモデルの提

示などというのが全体としてほかの箇所と整合するのかなと思いました。ただ、多分落と

していただけたと思います。 

 ８ページ目です。先ほど事務局のほうからも言っていただきましたLGBTの語について少

しきのうも意見をお送りさせていただきました。一億総活躍プランの中でも性的指向、性

自認という言葉を使っていまして、これは15ページの５行目ですけれども、自民党も性的

指向、性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すための我が党の基本的な考え方でも、

これは性的指向、性自認というのを使っているということで、LGBTはあくまで俗称であっ

て公文書に載せるものではないということなので、さらにあと注13で引いていただいてい

るダイバーシティ経営のところでも性的指向という言葉が入っていますので、ここはやは

りLGBTに変えて属性であるところの性的指向、性自認というのがいいのかなと思いました。

そうすると、例えば４のところですが、また、価値観が多様化する中で、多くの企業が、

LGBTを変えて、多様な性的指向、性自認、あるいは外国人材を念頭に置いたダイバーシテ

ィ経営を進めているとか、例えばそんなことなのかなと思いました。 

 その後に、これは追加したほうがいいかなと思ったのは、有田委員が以前、企業のハラ

スメントリスクがあるというのをペーパーでお書きになっていたのですが、それとの関係

で留意する理由として、もう一点、企業にとってはこういうリスクがあるということを書
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いたほうがいいのかなと思いまして、例えばさらに取り組みの進め方によっては、企業に

とって訴訟紛争リスクとなる可能性も否定できない。そこで取り組みに当たって留意すべ

き点と対応策について以下に示すというような、個人の自由の侵害の回避ということ、ダ

イバーシティ経営ということ、それから、企業にとってはハラスメントリスクになるとい

うこともここで改めて企業側に留意していただくということもあってもいいのかなと思い

ました。 

 その後、８ページのLGBTのところはまた同じです。それと、細かいのですけれども、こ

この８ページ目の下から２パラグラフ目の企業の実情は多様でありのところなのですが、

この最後のあたりで「自社において実施可能な取組の範囲を判断する必要がある」とあり

ます。実際、企業の実情によっては、これはうちでは個の侵害に当たるねということで取

り組みはできない、取り組みはゼロということもあり得ると思っていまして、そうすると、

自社において実施可能な範囲を判断するほうが、取り組みがゼロの場合を含むということ

がわかりやすいのかなと思いました。 

 もう一点、申し上げたところは、８ページ目の最後のパラグラフ、指針を盛り込んでほ

しいという意見を出したのですが、それについては注18で対応いただいているので、あり

がたいと思っております。 

 その次の９ページです。丸ポツの１つ目ですが、これはセクシュアルハラスメント等の

相談窓口担当者の助言を得るということはとてもいいと思いました。ただ、セクシュアル

ハラスメントも重要なのですけれども、この問題、今回、結婚の問題ですので、ここでも

何回も出ていますLGBTのところが非常にバッティングする問題になります。そのことにま

つわるLGBT等の性的マイノリティーの悩み、相談への対応というのが今後社内では大きな

問題となってくると思います。 

 そうしていきますと、セクシュアルハラスメントのところに並べて、セクシュアルハラ

スメントや性的指向、性自認に関する相談等を受けつける窓口の担当者等の助言を得るな

どの対応をとることも必要であるというように書いたほうがいいのかなと思いました。現

在では、なかなか専用窓口というのはないのですけれども、でも、社内にはこれを受けつ

けるという窓口がこの問題に当たっては特に必要だと。もちろん、セクシャルハラスメン

トの窓口で引き受けてくれるということであれば全然いいのですが、必ずしもそういうよ

うにはなっていないと思いますので、そういった相談を受け付ける窓口ということを書い

ていただくとそういうのを設置するということも進むのかなと思いました。 

 この丸ポツ２つ目の中に、研修、留意すべき点について自治体等に研修等の実施やガイ

ドライン等の作成の支援を行うことが重要であると書いていただいているところ、大変重

要だと思います。そのときに、この研修内容やガイドライン等の内容の決定に当たっては、

検討に当たっては、労使団体、女性団体、性的指向、性自認に関する当事者団体、支援団

体、今回大学等も入っていますので、大学等の関係等から意見を聞くこととするというの

を入れてはどうでしょうか。ここのところはやはり現場でないとわからないところもある
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かと思いますので、ぜひ入れていただければと思っております。 

 今、丸ポツ２つ目の最後の男女共同参画関係部局等との連携も大変重要なポイントだと

思っています。ただ、この男女局以外で、先ほどから申している性的指向、性自認に関す

る問題を必ずしも扱っているとは限りませんので、ここに併記して性的指向、性自認に関

する問題の担当部局、人権関係部局というのも並べてはどうかと思っております。 

 最後のところなのですが、実はいろいろ配慮すると書いていただいているのですけれど

も、その配慮するということの実効性の担保がないと思っておりまして、企業が留意しな

かった場合とか、あるいは留意が不足であった場合に、労働者側がどうしたらいいのか、

そういったことがあるわけです。これは企業向けに出していると思うので、そこのところ

は書かれなかったかと思うのですけれども、最後のところで例えば都道府県労働局や地方

自治体の労働相談窓口は、企業の取り組みをめぐる労働者からの相談に対応するといった

ようなことを書き込むということも考えられるかと思います。 

 注のLGBTについて書かれているところですが、これは多分性的指向、性自認ということ

に変えていただけるとすると少し書きぶりが変わってくるのかなと思いますし、そうなっ

てくると、今、文科省の性同一性障害や性的指向、性自認に係る児童生徒に対するきめ細

かな対応等の実施について、教職員向けという資料が今年度の４月に出ておりますので、

ここに出ている定義が使えるのかなと思っています。 

 もう一点、どこに入れたらいいのかわからなかったのですけれども、実は均等法に関す

る代表的な相談の内容として労働局に寄せられるものでこういうものがあります。職場結

婚するとの報告が労働者からありました。そうしたら、同僚が働きにくいと思うので、女

性がみずから退職しない場合は退職を勧めるか配置転換をしたいのですがどうでしょうか

という質問がよく労働局に寄せられるそうです。せっかくここで結婚支援をして、それで

女性の就業が閉ざされるということは、ここでは本意でないと思いますので、実際、こう

いうことについて厚労省のホームページにありますけれども、職場結婚を理由に一方の性

にのみ退職勧奨や配置転換を行うなど、配置等について男女で要件を異なるものとするこ

とは均等法６条に違反する。また、労働者が退職勧奨に応じないからといって執拗に退職

を迫ったり解雇した場合も均等法違反となる。実際にこういうことは代表的に相談として

寄せられているということがあるのです。ですから、こういうことをしないように、均等

法違反になって労働局から指導があるということを一文どこかに入れていただければと思

います。 

 長くなりまして恐縮です。 

○佐藤座長 それでは、新居委員、お願いします。 

○新居委員 最後まで編集をいただきまして、大変ありがとうございました。 

 あくまで結婚、パートナーを設けることを望むか否かというのは個人の意思に基づくも

のでありますし、パートナーを設け、その人と結婚という形をとるかというのも自由な意

思に基づくものであるという前提のもと、結婚制度を望む人に対してさまざまな支援がな
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されていくというのは非常に重要であると考えています。 

 今回の提言の中でも、ただの出会いの支援ではなく、その前後の環境整備ということに

非常に重点を置かれているところが大切なポイントかなと思っておりまして、若者にとっ

てもワーク・ライフ・バランス等の労働環境の整備であるとか、多様なロールモデルとの

交流の機会というのは非常に重要なものであると思いますので、私も引き続き取り組みを

男性も巻き込んで拡大をしていきたいと思っております。 

 両立支援の見える化というものを学生等に行っていくというところで、結婚支援ではな

く両立支援というところにフォーカスしていただいたということも非常に有意義であると

思っておりますし、休学の支援であるとか採用選考機会の提供の多様性の担保というとこ

ろも非常に意義があると思っております。 

 ３ページ目の企業・団体における取り組み例の中に少しかかわってくるかもしれないの

ですが、やはり学生が就職活動を考えるときに両立支援においてすごく不安であるポイン

トの１つが転勤という問題があると思っています。今、内藤委員からも御指摘がありまし

たけれども、社内結婚をしたときにどちらかが異動になったりですとか、結婚しているパ

ートナーが日本国内さまざまな場所に異動になるというときに、なかなかくっついていく

のが難しいということで、では、その人との結婚を諦めようというようなことにもなりか

ねませんので、転勤が起こった場合にそのパートナーについていけるような支援、サポー

トであるとか、望まない場合は転勤を断れるということであるとか、そういうことも既存

のパートナーがその後、結婚に結びつくためには考慮すべき点であるというように思いま

したので、そこだけ追加させていただきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○佐藤座長 それでは、三輪委員、お願いします。 

○三輪委員 私からは、提言案に関しまして、先ほどからいろいろな指摘もありますけれ

ども、それらに関しても私は異存ありませんし、かつ、こちらは必要十分な情報がまとめ

られているように思います。 

 そして、私がただ申し上げたいのは、これは提言案に入れるかどうかはともかくとして

ですけれども、これらの活動の、あるいはこれらの取り組みに関するパフォーマンスやコ

ストなどを測定する、あるいはデータとして収集するといったことはぜひ念頭に置いてい

ただきたいと思います。なぜならば、今、考えている優良事例は本当に優良事例かわから

ないからです。というのは、もっといいやり方があるかもしれないし、先ほど横展開する

ということもありましたが、条件が変わればパフォーマンスも変わり得るわけです。もち

ろん、中にはこの自治体ではほかの事例をまねできないようなこともあるでしょうし、ま

た、さらに条件が変わって、この場合、自治体とか企業といった施策をする側の条件もあ

りますが、同時にそれを受け取るといいますか、その影響を受けるような結婚を希望して

いる者の属性と絡んだ形で恐らく政策のパフォーマンスというのは出てくるのだと思って

おります。 
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 そういう意味では、最近、エビデンスベースドなどという言葉も割と流行っていまして

よく言われていますけれども、経済政策に関しては、そういった金銭的価値に基づいた政

策評価が非常に容易にできますけれども、結婚に関しても希望した人のうちの成婚確率、

条件つき確率をいかにして上げるかといいますか、どのような条件のもとで上がるかとい

ったことはデータをとった後には検証ができますので、つまり、言いたいことは簡単で、

ぜひいろいろな取り組みをやりっ放しにはしない。あるいはその当事者のヒアリングだけ

を信じるのではなくて、実際にその後どうなったかといったことをきちんとしたデータで

検証して、またさらなるよい取り組みを練っていく、あるいはそれをいろいろなところに

紹介していくといったようなことをぜひ検討してもらえればと思います。 

 私からは以上です。 

○佐藤座長 山崎委員、お願いします。 

○山崎委員 短い期間の中で提言案はよくまとめていただいていると思います。様々な御

意見があり、私も大変勉強になりました。そして、国が本気になって、結婚の希望を叶え

る環境整備に向かっていってくださるということに希望を持っております。これからもい

ろいろ勉強させていただきながら、微力ながら協力して参りたいと思っております。 

 皆様、本当お疲れさまでございました。ありがとうございます。 

○佐藤座長 では、最後ですが、山本委員、お願いします。 

○山本委員 ありがとうございます。 

 短い期間にこれだけまとめていただき、ありがとうございました。 

 私もこの委員会にかかわらせていただきまして、いろいろな方から御意見をいただき、

日々考える機会がふえました。よくよく考えたら、私、非正規雇用ですし、子育てでは保

育園にも入れなかったというところで、結婚するにはものすごい条件が悪い。結婚したと

きは無職というところから、私自身、そんなに結婚のことを考えていなかったのだなとい

うところをすごく改めて振り返ったのですが、今、いろいろな方とこの機会を通してお話

を聞くときに、やはり結婚するというときに、自分の環境が安定しているかどうかという

のは物すごく大事だということで、３ページ目の１）の３ポツ目に加えていただいて本当

にありがたいなと思うのですが、見える化というところです。選択をする若者やさまざま

な人たちが自分で選択できることはすごくありがたいと思っております。 

 もう一点、私自身が懸念していることとして、お伝えしておきたいこととしましては、

三輪委員と同様、評価につきまして、どうしても現場や自治体が成果を出すために無理を

強いられるようなことは絶対配慮していただきたいなと思います。また、評価に関しまし

ては、悪い評価も含めて今後に反映していただきたいと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 言い残していたということがあればあれですけれども、今はいいですか。 

 皆さんの御意見を伺って、結婚を希望していてもなかなか出会いの機会がないとか、あ
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るいはパートナーがいるのだけれども、一歩踏み切れない。そういう人がたくさんいるこ

とはいますね。こういう人たちに対する企業あるいは自治体の支援、これは大事だと思い

ます。ただ、その取り組みに当たって留意することが大事で、個人に、あるいはそれ以外

の人ですね。それ以外の人たちにプレッシャーになったりとか、本人の選択ということを

配慮しないような取り組みというのはだめで、そういう意味では、企業や自治体が取り組

むときに留意すること、これはちゃんとやってくださいねという、多分その辺だと思うの

です。 

 その上で、多分大事なのは、他方で、そういう留意がわかっているから、逆に言えば留

意すべきことがあることが頭の中にあるがゆえに、なかなかどう取り組んでいいかわから

ないという会社もあると思うので、やはり取り組まないほうがいいかなというように短絡

的に考えるのも困るのです。留意すれば取り組んでいいわけですので、その辺がうまくわ

かるような形で提言するということが大事ということは共通にあるかなと思います。 

 それを踏まえた上で、全部は整理できませんけれども、１つは地域、渥美委員や天野委

員が言われたような地域の実情に応じてというところの書き方、もう少し単に都市と地方

というだけではなく、同じ場所でも業種とかによっても違うというのも考えさせていただ

きたいと思います。 

 あと、３ページの２の（１）の１）ですけれども、両立しやすい職場環境、ここが多分

最初に書いたのですごく大事だと思うのですが、例えば内藤委員や新居委員が言われたよ

うな、職場内結婚をすると転勤問題とか、あるいはまだ一部には内藤委員が言われたよう

な、やめなければみたいなものが残っているところもあると思いますので、それは多分こ

の辺の話だと思うのです。どういうように書くかは別として、どこの人と結婚するかは別

ですけれども、偶然社内で結婚してしまうとキャリア形成とかそういうことが問題になる

ようなということがないように、ここの辺に書くのが１つかなと思っています。 

 あと、内藤委員が言われた平仄が合っていないところがあると思いますので、それは見

させていただくとともに、LGBTの書き方については、これは事務局も気づいていたという

こともあるようですので、直させていただければと思います。 

 ９ページあたりのところは、どこまで広げるかで、企業からすると、相談窓口というの

は多分セクハラとかパワハラというようにかなり広目につくっている場合が多いですね。

単独でつくるというよりかは、社員が抱えている課題を相談するというものなので、つま

り、広目につくっている中にこういうものも出てくる可能性があるので、そのときどう対

応するかというお話だと思いますので、ここの辺は、趣旨はよくわかりますので、この辺

の書き方を検討させていただければと思います。 

 皆さんが言われたことを全部まだ整理できませんが、私はこれを読んで、これまで取り

組んでいいのかなと不安に思っていたところが、こういう配慮すれば取り組んでもいいの

だとか、あるいは今まで間違っていたなということがわかっていただいて、これからはこ

うしようというのが広がっていくことが大事だと思いますので、そして、結婚や出会いを
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希望している人がそれを実現でき、他方で、それ以外の人たちの多様な価値観の実現を阻

害するようなことがないようにしていくというような形でやっていければということだと

思います。いかがですか。 

 どうぞ。 

○内藤委員 今、座長がおっしゃるとおりで、やっていただくためにどうしていくかとい

うところにかかわって、最後の９ページのところ、マニュアル等をつくるところでは、関

係者の意見を聞いたほうが、要するに関係者の納得、合意が得られて進められるし、内容

も適正な内容になって、取り組み自体が持続可能なものになる、破天荒なものにならない

という点があると思いますので、そこはぜひさまざまな関係団体をそこに列挙していただ

いて入れていただくのが、まさに座長のおっしゃる方向になるのかなと思いました。 

○佐藤座長 特に自治体など、企業であれば組合との関係はあると思いますけれども、そ

ういう関係者から聞くというようなことは入れたいと思いますので、どういう表現にする

かは御相談させていただければと思います。 

 大体御意見伺ったということでよろしいですか。それでは、きょうの皆さんの御意見を

踏まえて、ただ、正直言って、全部入れられるかどうかはあれですけれども、目指すべき

方向はコンセンサスがあるかと思いますので、それを踏まえて、可能な限り皆さんの御意

見を入れるという形で修正させていただければと思います。 

 個別に委員の先生方と御相談するということはあるかと思いますけれども、そのときは

よろしくお願いします。最終的には私にお任せいただければありがたいのですけれども、

よろしいでしょうか。 

 では、どうもありがとうございました。先ほど大臣も言われましたけれども、５回、お

忙しい時期に短期間に積極的に御意見を出していただいて取りまとめいただいて、この後、

まだ少し作業は残っていますが、早い時期に公表につなげたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。どうもありがとうございました。 

○小野田審議官 以上、終了でございますので、どうもありがとうございました。 

 


