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青少年の育成に関する有識者懇談会（第１１回） 

 

１．日  時  平成１４年１２月１２日（木）１４：５９～１７：４４ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者 

（委 員） 

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     網野 武博  上智大学文学部教授 

     北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所代表 

     中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     松下 倶子  独立行政法人国立少年自然の家理事長 

（協力者） 

     大日向雅美  恵泉女学園大学教授 

４．議  題 

１ 開会 

２ その他の課題について 

 （１）若年労働市場に何が起こっているか 

     ＜発表者＞ 樋口座長代理 

   （２）メディアに現れる少年問題、子育て論の社会的影響と限界 

     ＜発表者＞ 北村委員 

   （３）子育て支援を通じた新たな地域の在り方 

     （文部科学省「今後の家庭教育支援の充実についての懇談会」報告と海外の事

      例から） 
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     ＜発表者＞ 恵泉女学園大学教授 大日向雅美 

  ３ その他 

  ４ 閉会 

５．配布資料 

  資料１ 樋口座長代理説明資料 

  資料２ 北村委員説明資料 

  資料３ 大日向雅美協力者説明資料 

  参考資料 

  参考１ 平成 14 年度大学等卒業予定者就職内定状況調査（平成 14 年 10 月１日現在）

について（厚生労働省） 

  参考２ 平成 15 年３月高校・中学新卒者の就職内定状況等（平成 14 年９月末現在）

について（厚生労働省） 

  参考３ 子育て支援政策に関する提言（子育て支援政策研究会（財団法人 社会経済

      生産性本部）） 

  参考４ 青少年の育成に関する有識者懇談会（第 10 回）議事概要 
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                             午後 ２時５９分開会 

○本田座長 それでは、大体お揃いでございますから、始めさせていただきます。 

 松下委員、それから後藤委員は、ちょっと遅れていらっしゃるというご連絡を承ってお

ります。それからもう１人、今日ご発表いただく大日向さんも遅れておいでになるという

ことでございますから、ちょうどお揃いでございますので、始めさせていただくことにい

たします。 

 本日は、樋口委員、北村委員、それから大日向さんという御三方のレポートを伺って討

論するわけでございますけれども、初めに資料の確認をしていただきましょう。 

○椋野参事官 それでは、いつものように議事次第を１枚めくっていただきますと配布資

料一覧がございます。今日ご報告をいただくお３人の方から資料のご提供がございます。

資料１－１は樋口委員からのレジュメが１枚、それから資料１－２として関係のグラフ等

のものがございます。それから、北村委員からのものとして資料２がございます。それか

ら、大日向先生の方から資料３－１、資料３－２、資料３－３の３種類がご提供されまし

た。 

 それから、参考として、就職内定状況の調査が発表になりましたので、参考１、参考２

として入れさせていただいております。それから参考３は、社会経済生産性本部の子育て

支援政策に関する提言でございます。それから参考４は第 10 回の議事概要でございます。 

 以上、お手元に揃っておりますでしょうか。 

○本田座長 よろしゅうございますね。 

 それでは、樋口委員から今日のご報告をいただくことにいたしましょう。「若年労働市

場に何が起こっているか」というテーマでご提言いただきます。どうぞよろしく。 

○樋口座長代理 それでは、ご報告させていただきます。 

 資料１－１、１－２に基づきましてお話をさせていただきたいと思いますが、私が今日

話します内容、若年労働市場については、既に玄田委員の方から詳細なお話を伺っている

かというふうに思います。そのときに、実は私は欠席しておりまして、もしかしたらダブ

ってしまうというようなところも多々あるかと思いますが、ご容赦いただきたいと思いま

す。 

 さらに、前回のこの委員会で茂木委員の方から、企業における最近の動向についてお話

がありました。茂木委員は自分の会社についてのお話でありましたので、非常に優良企業

であるというふうに私は感じておりまして、平均的にはどんなことが起こっているんだろ
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うかというようなことについて、今日はお話をできたらというふうに思っております。 

 私の資料１－１から説明してまいりますが、ここのところ新卒採用が急速に減少してい

っている。これはもう間違いないことでありますが、特にどこで減少しているんだろうか

ということを考えますと、今日お配りいただきました厚労省の調査におきまして、これは

大学卒について主に調査したものであります。もう一つ、どうも大卒の就職が難しくなっ

ているということでありますが、それ以上に地方における高卒の採用、この状況が非常に

悪化してきているというふうに思います。 

 今考えてみますと、第２次ベビーブームが過ぎ去った後の少子化による影響で、例えば

18 歳人口を考えてみますと、91 年の第２次ベビーブームの 18 歳人口のときに比べまして

大きく減少しているというようなことがあるかと思います。ちょうど第２次ベビーブーマ

ーの人たちが新卒として採用されたのがバブル経済のときでありまして、幸か不幸か、日

本ではこの新卒の労働者、就職希望者が増えるときにバブル経済が起こっていたというよ

うなことで、今度は逆に供給が減少した時点において需要の方も減少しているというよう

なことでございますが、その減少の方が人口の減少以上に急ピッチで進んでいるというこ

とが実態であるかというふうに思います。 

 例えば資料の１－２のところに図表の１というのがございまして、これは大卒と高卒の

学歴別新卒採用についての求人の側の動きを示しているものであります。これは２つのデ

ータが違っておりますし、また時点も違っておりますので、比較することはできないとい

うことでございますが、その動きについては見ることができるだろうと。大卒を見てみま

すと、確かに景気の低迷を受けて求人数といったものも減少しておるんでありますが、た

だ、平成２年、３年というバブルの末期のときに比べて、それほど大きな減少は示してい

ない。それに対して高卒の方につきましては、92 年３月の卒業生がピークであったわけで

ありますが、そのときに比べて現在ほぼ 10 分の１ぐらいに求人が減っているというような

実態があるかと思います。 

 高卒の人たちの進学率が上昇したということで、高校を卒業してすぐ就職したいという

人たちの数も減っているだろうと。したがって、求人の方も減ってもそれほど問題ないん

じゃないかというふうに言われますが、次のページのところに、それを倍率で示したらど

うなっているんだろうかというようなものを見ております。そうしますと、実線が高卒、

点線の方が大卒でありますが、大卒の方は確かに平成８年の卒業生の頃が底でありまして、

その後に一度上がり、そしてまた 10 年をピークに下がった後、また上がってきている。上
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がってきているのでありますが、倍率が１倍を超えているということでありますから、求

職者に比べて求人の方が多いというような状況になっております。それに対して高卒の実

線のところでありますが、これは右肩下がり一方でありまして、特に最近でも 0.6 倍とい

うことでありますから、10 人の求職者に対して６社ほどしか採用しないというふうに言っ

ている。これは９月時点の調査でありますので、その後、３月時点に近づくにしたがって、

徐々に求人の方は毎年上がってくるというようなことになりますので、最終的にどうなる

かは分かりませんが、今のところ、やはり過去最低の状況だということは間違いなさそう

だということになるかと思います。 

  このところ、幾つか地方を回ってみますと、東京で叫ばれている以上に、地方における

高卒採用といったものが大きく減少しているということがあります。この間も東北地方の

幾つかの県を回ってまいりましたが、まだ内定率が 0.1 倍、10 人に１人しか仕事が決まっ

ていないというような県が幾つもあるというようなことを聞いておりますし、少子高齢化

のもとで、例えばちょっと県を離れて、首都圏であるとかそういったところへ行けば仕事

はあるんですが、長男長女社会になっておりまして、親の方もどうしても地元に置きたい、

手元に置きたいというようなことから、他の県への移動というものを拒否するというよう

な傾向も強まってきている。実際に県を越えた人口の移動を見ますと、一時の高度成長期

に比べて、現在人口当たりに換算して大体３分の１程度に人口移動というのが抑えられて、

低くなってきているというようなことがあります。 

 働く側としては地元へ就職したいという希望がありながら、その一方で、なぜ地方でこ

れだけ高卒の雇用が減っているかということを考えますと、１つは、やはりグローバル化

の影響ということで、今まで大量の新卒者を採用してきました製造業における採用が急速

に減少している。中には、80 年代に海外・地方展開をした大量生産工場といったものを、

電気メーカーを中心に閉鎖するということがあります。この間も行きました県におきまし

ては、昨年と一昨年でこの電気メーカーの 23 社が 50 人以上の解雇といったものを出した

と、そういう状況でありますから、新卒採用なんてとんでもない。今雇っている人たちを

維持するだけでも大変な状況だというような話をしているかと思います。 

  その一方で、グローバル化といいますと、外資系企業が日本にやってきてくれるという

ような、今度は雇用についてはプラスの影響も期待できるわけでありますが、現在のとこ

ろ、そういった産業が日本では特定の産業に集中している。金融でありますとか、あるい

はソフトウェア開発でありますとか、さらには最近で流通といったところが出てきている
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かと思いますが、どちらかといいますと都市型の産業、あるいは大卒、高学歴者を採用し

たいというような企業が多いということでありますので、地方にとって明らかにグローバ

ル化の影響というのはどうもマイナスにあらわれているんじゃないかという気がします。

同時に公共事業の削減というものも 97 年ぐらいから大分進んでまいりまして、ここでも建

設業の雇用が 97 年ぐらいまでは伸びましたが、その後は減少というような実態がありまし

て、地方の雇用問題というのは非常に大きな痛手を受けているという感じがします。 

  こう考えていきますと、最近の新卒採用の減少といったものが景気の低迷に大きく依存

している。これから影響を受けているというようなことは間違いないわけでありますが、

実態をいろいろ調べてみますと、では、景気が回復したからといって今までの労働市場に

戻るんだろうかというと、かなり懐疑的な見方をしている人が多いんではないかと思いま

す。私もその一員でありまして、やはりここのところ構造的な問題が明らかに起こってい

るというようなことであります。 

  それは、１つは世界的な学歴間の格差の拡大問題というのが進展してきているというふ

うに思います。１番目の要因としまして、先ほど挙げました経済のグローバル化、これに

よるブルーカラーに対する需要が、特に先進国においては大きく低下しているというよう

なことがあります。その一方、情報通信技術の発展というのが情報デバイスの問題をもた

らしてきて、こういった情報技術を使いこなす人、あるいはそれを開発する人に対する需

要というのは高まる一方で、こういったものを使い切れないという人たちはもう要らない

というようなことが、はっきりと世界的に起こっているということがあるかと思います。 

  特にこの問題が最初に指摘されましたのが、90 年代のアメリカであったかというふうに

思います。ご承知のとおり、アメリカは 90 年代、92 年が景気の底で、その後、歴史上最

長の景気のいい状況といったものを続けてきたわけでありますが、その中において低学歴

の問題、特にハイスクールのドロップアウトの問題といったのが指摘されました。同じよ

うにヨーロッパにおきましては、これは賃金の格差という問題は起こっていないんですが、

失業のところでそれが顕在化してきた。この間もアメリカの研究者とヨーロッパの研究者

と３人で話をしておりまして、ヨーロッパの人がアメリカを見て「雇用は拡大しているか

もしれないけれども、チープレイバーじゃないか」というような指摘をしたんですが、実

はアメリカの方から言ってみれば「ヨーロッパだって、チープレイバーでも雇用がつくら

れればそれでもいいんだ。失業者になるよりはまだましでしょう」というような言い方を

していまして、アメリカの賃金格差の拡大に対して、ヨーロッパは格差を拡大していない
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と言いながらも、失業者の賃金というのはゼロです、所得はゼロだというふうにカウント

して、それまでサンプルに入れて所得格差を計算してみると、明らかに拡大しているとい

うことがありました。唯一日本は、少なくとも 90 年代中頃まではこの問題というのは目に

つかなかったということで、日本だけ優等生というような状況で来たわけでありますが、

どうも 90 年代の中頃から、その点が日本でも起こりつつあるのかなというふうに思わせる

ような動きが見られるようになってきたかと思います。 

  例えば、アメリカの所得格差の拡大は移民の問題というのが、南米から不法就労者も含

めて入ってくる。その結果として、ニューメキシコですとかカリフォルニアの南部におい

ては所得格差が拡大するというような報告も入っておりますが、日本ではまだそれほどこ

の問題というのは大きな問題になっていないかと思います。日本固有の問題として出てき

ますのは、１つは、進学率がやはりこの期間も上昇していることによって、高卒の人たち

の相対的な地位というものが低下したというようなことがあります。フランス、ドイツで

も 90 年代に入って、失業者にしておくよりは、大学に補助金を出して学生を増やした方が

いいというような政策から進学率が上がっておりますが、まだここにおいてもはっきりし

た影響というのは出てきていないかと思います。 

 同時に、今の話を併せますと、労働需要側、企業側の話がどうも新卒採用のところに影

響しているということになるかと思いますが、どうもそれだけではないんじゃないかとい

うふうな動きも見られるかと思います。むしろ労働者としての新卒者の質が相当に低下し

ている。この間、茂木委員はあまりその点をおっしゃらなかったんですが、よく多くの企

業経営者の方がおっしゃるのは、新卒者の質の低下というものが目に余る。例えばしつけ

につきましても、ほとんどしつけをせずに学校を卒業してきて、会社に入ってしつけから

やらなければいけない。これはどういう状況なんだというようなことも言われます。ある

いは職業意識というのも、これも昔に比べて下がったかどうかというのは、むしろ向上し

ているのかもしれない。私どもに比べれば上がっているのかもしれませんが、ともかくい

ろいろな選択肢が用意されるようになってきた。１つは、パラサイトということで示され

るように、親の所得の補助を得ることによって仕事を辞めるといった選択肢も増えており

ます。あるいは雇用機会につきましても、フリーターという形でも食べていくことができ

るというようなことによって、正社員として会社に残らなくちゃいけないというような制

約は弱まってきているということがあるかと思います。それが故に、逆に今度は職業意識

というものが求められていくというようなことがあるんじゃないでしょうか。 
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  恐らく玄田さんからも話があったと思いますが、企業定着率というのが非常に下がって

おりまして、七五三という言葉で示されることがあります。７割が中学を卒業して３年以

内に辞める、高卒が５割が辞める、そして大卒につきましても３年以内に３割が辞めてい

くというような実態で、企業の人からすれば、一生懸命人材を育成しようというようなこ

とをやっても、これだけ辞められてしまったのでは、もう人材育成のしようがないという

ようなことも言われるかと思います。 

  そういうような影響を受けまして、実際に企業の中でも、採用について大きな変化が起

こってきているというふうに思います。ちょっと資料を飛ばしていただいて申しわけない

んですが、図表の５－１といったところ、これは中小企業において商工会議所が行った調

査でありますが、採用人事をどういうふうに埋めていくのかというようなものが出ていま

す。この黒い部分といいますか、色の濃い部分というのは中途採用をしている。そして白

い斜線の部分というのは中途採用していない。中途採用がかなり増えているというような

ことも見受けられます。さらに、下の方の図表の５－２におきましては、新卒採用をしな

いで、むしろ中途採用をするというような、新卒採用の方はストップしていくんだという

ふうに答えている企業がかなりの数あるというふうに思います。 

 そういうような動きを見ても、これはインタビューでもよく言われることなんですが、

例えば定年退職で辞めた人を雇った方が、しつけもできているし、もちろん能力も高い。

それに対して、新卒の人を採っていろいろ訓練しても、かなりの人たちが辞めていってし

まうのでは、新卒よりはむしろ定年退職で辞めた人を企業の人材として活用した方がいい。

よく質問されるのは「新卒を採用することによって何かいい点があるんですか。なぜ今に

なってそれを採用しなければならないんですか」というような質問を受ける場合が多いわ

けでありまして、それは現実に日本でも起こってきているというようなことが言えるんで

はないかというふうに思います。 

 そういう流れがある一方で、やはり企業に対しては、何とか若い人たちも採用してほし

いというようなことで、政府も幾つかの施策を打っているかと思います。例えば若年労働

者に向けてトライアル雇用という形で、給与の一部分を国の方が出すというような施策を

とっておりますが、これを利用しようという企業がない。例えば賃金が数カ月だけ補助さ

れるんだったら、それよりは、やはりある程度実戦力を身につけた人、実戦力になってい

る人を採用した方が企業としてはプラスになるんだというようなことがありまして、確か

まだ１桁台の企業しか、要するにまだ数社しかこの制度を利用していないというようなこ
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とがあるかと思います。 

 あるいは新卒派遣というようなものも最近見受けられるようになりましたが、企業の中

でかなりこれに対する評判が悪い。まず、しつけは派遣会社の方でやってくれるんですが、

それを受け入れたときに、例えば３カ月ぐらいは勤めてくれるだろうということであった

のが、１カ月で辞めてしまうとかいうような人たちが多いというようなことで、新卒の正

社員としての受け入れではなく、派遣としての受け入れもお断りですというような企業も

実態として増えてきているというようなことになるかと思います。 

 こういう状況が続いていくと、これは私が言っているんじゃなくて、かなりの人が言っ

ているんですが、高校の新卒市場というのは崩壊してしまうんではないか。将来的に、例

えば人手不足がよっぽど急ピッチで進まない限りにおいては、高校の新卒を採ろうという

ような企業が壊滅状態になるんじゃないかというような懸念も出ているかと思います。そ

ういう中において、こういう学歴間の格差の問題というのも非常に大きな問題として、今

後かもしれませんが、日本にのしかかってくる可能性があるんではないかというふうに思

っております。 

 例えばフリーター、あるいは若いうちは適職探しということで、企業をどんどん変わり、

失業を経験したとしても問題ないじゃないか。それによって適職を探すことができるんだ

ったら、やはり年齢が来れば定職についてくるというようなことですから、若いうちの求

職活動というのは天職探しということで、むしろ大目に見ていこうよというようなことを

主張する方もいらっしゃるんですが、では海外における実態はどうなんだろうかというこ

とを考えますと、多くの国で失業率が上がり出すときには、やはりまず若年失業の問題と

いうのが最初に出てくるかと思います。それが数年経ち、その人たちが例えば 30 歳とか 

40 歳になったときに定職についていくことができたのかというようなことを考えますと、

ほとんどの国でそれはノーであったというような経験があります。やはり中途採用は増え

ても、能力を身につけている労働者を雇いたい。本来、人間のライフスタイルスパンを考

えていくと、能力開発をしておくべきときにしておかないと、後で再就職というのは困難

になるというようなことが指摘されておりますし、実際に日本の調査でもそういったもの

が幾つか出ているかと思います。 

 例えば図表の６というのがございます。フリーターを経験した人が例えば面接を受けに

来たときに、どういうふうにその人を評価しますかということでありますが、プラスに評

価するというふうに答えている企業は、 5,000 人以上では 0.6％、全体でも 3.1％にすぎ
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ない。あるいは、逆にフリーター経験というのをマイナスに評価するんだというところは、

全体でも 30.2％ということで、少なくともフリーター経験というのを前向きに評価すると

いうような企業はほとんど見られないというようなことが実態になっているかと思います。

それだけ現状の日本というのは、かなりやり直しが難しいというような状況になっている

ということも間違いないんではないかというふうに思います。 

  でありますので、何とかそういったところを改善していく必要があると思います。さら

には、これは正社員として 35 歳の人たちをサンプルでとっているんですが、企業の正社員

として就職できたというような人たちに対して、では勤続年数が同じ 35 歳の、フリーター

を経験せずにいる人と比べたときに、給与であるとか処遇にどれだけ差があるんだろうか

というような調査をやりましたが、そこではやはりフリーター経験者というのは 10％以上

不利に扱われている。１つは、ほとんどがやはり企業の規模の小さいところに就職してい

る。正社員として就職できたとしても、ほとんどがそういった状況だという現実が残念な

がらあるというふうに申し上げざるを得ないというふうに思います。しかも最近、不況の

影響もありまして、入り口において非常に厳しい選別が日本ではもともと行われていまし

たが、ますますそこのところが起こっている。 

  例えば、アルバイトで勤めている人たちの比率がどこかに出ていたと思いますが、図表

の３に、15 歳から 19 歳で企業に勤めている人たちの中での、パートやアルバイトの比率

があります。ですから、これを逆から引いたのが正社員として働いている人ということで

ありますが、女性に至っては、もう既に過半数がこの年齢層においてパート、アルバイト

である。男性についても 40％ということであります。パート、アルバイトといいますと、

従来サービス業、あるいは流通とかレストランとか、そういったところをイメージとして

持っていたんですが、必ずしも最近はそれだけではなくなってきているということがあり

ます。最近の新規採用が、ここのところ１月から徐々に伸びてきているんですが、産業を

見ますと、その他サービス業といったところの求人が圧倒的に多い。ここは何なんだろう

かというところで見てみますと、構内請負ということで、実際には製造業の工場で働いて

いるんですが、仕事自身を委託してしまうというような人たち、そういう働き方が増えて

いるわけでありまして、その人たちは製造業に分類されないで、その他サービス、事業者

に対してサービスを提供している会社に就職しましたというようなことになります。 

  しかも、この中で構内請負というのに、非常に大きな企業が最近現れておりまして、 

１万人を超えるような従業員を抱えているという企業が日本でももう既に数社、６社ほど
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現れているかというふうに思います。その１万人を超える社員の中身を見てみますと、8

5％が臨時日雇いです。正社員は 15％です。正社員というのはほとんどが営業をやってい

ますというようなことで、請負会社からのそういった企業に対する派遣、これが非常にパ

ート、アルバイトの中にも多く含まれるようになってきたというのが現状として起こって

いるというようなことがあるかと思います。 

 このままでありますと、例えばそういった人たちが一生懸命働いて能力を発揮できたら、

じゃ、正社員になれるんだろうか。あるいは派遣されている先の企業で雇われるんだろう

かということを見てみますと、どうも必ずしもそういうふうになっていかない。入り口で

の選別ということで、もう一度再挑戦ができるようなチャンスというものが日本では実態

としては残念ながらないというようなことが言えるんではないかと思います。このような

状況が続いていくと、場合によっては社会の階層化といったものがやはり起こってくるこ

とが予感されるということになるかと思います。 

  若い人たちと話をしてみますと、これは皆さんの方が専門だろうと思いますが、夢を語

れる若者というのが非常に少ない。あるいは、希望を持って「自分はこれへ向かって頑張

るんだ」というふうに言うような若者というのが少なくなってきている。なぜなんだろう

かということを考えますと、１つの要因として、やはり理想像というものがなかなか日本

で思いつかないというような状況があるんじゃないだろうか。１つは、従来は権威がある

というふうに言われていたものが、どんどん権威が崩壊していくというような状況になっ

ているかと思います。あるいは、企業におきましても中高齢層のリストラといったものが

進むことによって、１つの企業で長く勤めることによって何かプラスになるんだろうかと

いうような質問も受けることがあるわけでありまして、企業に対する信用というものもや

はり喪失しているんじゃないか。その結果として、夢を持てないというような現実が起こ

っているんじゃないだろうかというふうに思っておりまして、そういったものが若者の意

識の問題に強く影響しているんじゃないか。それがまた熱中できるものが探せないとか、

あるいは向上心を持とうというような人たちが少なくなって、どちらかというと無関心派

が増加していくというようなことが起こっているんじゃないだろうか。これは国際比較で、

自分の希望を語れるといった項目について幾つかの国で調査しておりましたが、その中で

も日本が一番その比率が低いというような状況が出てきたので、ちょっと驚きというよう

なことが言えるかと思います。 

  ４番目に、若者の家庭の問題と同時に、どうも日本全体として働き方とか、あるいは暮
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らしについて見たときに、バランスを失われつつあるんじゃないかなというふうに危惧さ

れるところがあります。例えば失業で自殺する人が過去最高という数字が昨年も発表され

ました。その一方で、過労死や過労自殺で亡くなっていくといった人たちも過去最高とい

うような、そういう矛盾がどうも起こっているんではないか。企業では過剰雇用が叫ばれ、

リストラが進んでいくわけでありますが、その一方で、残っている労働者について見ます

と長時間労働者が増えていくというようなことで、労働力調査によりますと、既に週 60 時

間以上働いている人たちが全体の４分の１近くになっているかと思います。特にその比率

を年齢階層別に見ますと、30 代の人たち、続いて 40 代におきまして 60 時間以上就業者と

いうものの比率が急速に上がってきている。人が余っていると言いながら、なぜ残業時間

が伸びていくのかというようなことが起こってくる。そういった視点から、ワークシェア

リングの議論なんていうのもまた起こってくるかというふうに思います。 

  その結果、忙しい人はますます忙しくなっているというようなことでありまして、若年

離職者の背景として、やはり育っていく家庭環境の中で、特に父親との会話がないという

ようなことも増えているというようなことも事実だろうと思います。あるいは日本の現状

を見ますと、非常に分業化が進み過ぎた。１つは男女の役割分担というのが家庭と職場に

おいて行き過ぎたというようなところもありますし、さらには、最近ですと製造業におき

ましてもモジュール化というものが進展することによって、どんどん分業、分業という形

で進展していく。そして一方で、そこの間に大きな壁ができてくるというような現状が起

こっているというようなことになるかと思います。 

  要は、このお話の中で申し上げたかったのは、やはりこの若年労働市場について考えて

いった場合に、１つは、一度そういう定職につけなかった、あるいはつかなかった、辞め

たというふうであっても、再挑戦が可能な社会をどういうふうにつくっていくのかという

ようなこともポイントになってくると思います。さらには、今度は働く側、若年の就業意

識の問題というものも大きな問題でありまして、ここは本人の努力というものも当然必要

となりますが、それだけではカバーしていくことはできないだろうと。その周りの環境を

どういうふうに社会として進めていくのかというのが、私は非常に重要なポイントになっ

てくるんではないだろうかというふうに思います。 

  ちょっと時間が過ぎてしまいましたが……。 

○本田座長 ありがとうございます。 

  それでは、ただいまの報告に関して、ちょっと確かめたいところ、どうぞ、広田さん。 
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○広田委員  １点だけ。中途採用のお話の中で、能力開発をしておくべきときにしておか

ないといけないということでしたが、その能力開発というのは具体的にどういうものだと

いうふうに考えているんでしょうか。 

○樋口座長代理  多分職種によってその点は大きく違っていると思いますが、ただ単に、

例えば職業学校で勉強したり専門学校で勉強すれば、あるいは大学、大学院で勉強すれば

職業能力が高まるといったように私は受けとめておりません。むしろそういうＯｆｆＪＴ

とともにＯＪＴが必要になってくる。仕事の経験でいろいろな疑問を持ち、そしてそうい

った疑問に知識を蓄積していくというようなことが必要なことになってくるんじゃないん

だろうかというふうに思っております。 

○本田座長 よろしゅうございますか。他に。 

 じゃ、杉山さん。 

○杉山委員 先生のおっしゃっておられるような、忙しい人はますます忙しくなって、仕

事につけない若者はフリーターになっていくとか、そういう問題は結構あちこちで言われ

ているんですが、そのことに関して本当に企業は取り組もうと思っているのかなというと

ころがかねてより疑問です。例えば今日でしたか、新聞に少子化に関して、男性が育児休

業をとることは企業への過重な負担になるのでやめてもらいたいというような意見書が少

子化対策室に出たというような報道もあったりしまして、企業がどれぐらいそういうこと

に問題意識を持っておるのかというところが知りたいんですけれども。 

○樋口座長代理 多分、企業も一枚岩ではなくて、いろいろな戦略を持って対応している

ので、すべての企業でこうなっているということは言えないことだろうと思うんですね。

ただ言えることは、やはり 80 年代の末のときには少子高齢化が進展して、なおかつバブル

経済でありましたので人手不足の状況だった。そのときには、今後も人手不足が続く。し

たがって、男女の違いとか、あるいは年齢の違いに関わらず、誰もが働けるような、そう

いう環境をつくっていくべきだというようなことで育児休業制度とか、あるいは均等法は

86 年にできていますが、それが効力を発揮していくというようなことがあったんだろうと

思いますね。 

 ところが、やはり最近になってみますと、少子化が起こりながら、本当に人手不足が将

来起こってくるんだろうかということに対して疑問を持つ人たちが増えているんじゃない

かと思います。企業の採用意欲の減退が進みながらの労働力人口の減少というようなこと

で、縮小均衡に日本が陥っていくんじゃないか。これを解消するためには、とにかく企業
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は競争力をつけなければ駄目なんだというような意識を企業の方も持っている。１つの方

法は人件費の削減という形での競争力の向上でありますし、もう一つは、やはり優秀な人

材を育て、そしてまたそれを活用していくというような形での競争力の向上というような

ことで、従来に比べて競争力に対する意識が非常に強まっているというようなことは間違

いないというふうに思いますね。だから、そういった視点から、育児休業とかいったこと

についても、制度としてそれを設けている企業は多いんですが、実態としてどこまでとり

やすい制度になっているかというと、必ずしも楽観視できないんじゃないかなというふう

に思います。 

○本田座長 どうぞ。中村さんが先ですね。 

○中村委員 ずみません。本当に単純な事実確認なんですけれども、先ほど新卒者の雇用

促進の中で、トライアル雇用と、それから新卒派遣のお話が出ました。トライアル雇用は

特に現状数社しか利用がないというお話でしたが、これは基本的には高卒者をイメージし

た雇用促進の施策なのでしょうか。実態としていかがでしょうか。また、新卒者派遣につ

いて、現状不評であるというようなご意見がありましたが、こちらについても、やはり高

卒をターゲットとしたコメントでいらっしゃいますでしょうか。 

○樋口座長代理 トライアル雇用は、基本的にはどちらかというと多分大卒をイメージし

ている制度ではないかというふうに思います。このトライアル雇用自体が始まったときは、

むしろ中高齢者の離職者対策という形でスタートしたわけですね。ハローワークを通じて

トライアル雇用という形で、45 歳以上の人を採用した場合に給与の一定額を助成しますと

いうような受け入れ助成を行った。これはかなり効果があったんですね。効果があったの

で、弱年失業の問題があるということで、今度は中高齢層の方をやめちゃいまして、若年

の方に予算を考えていたと思いますが、そちらにターゲットを当てたんですね。ところが

若年になった途端に、これは利用されないというようなことが現実には起こっている。今

度の緊急対策では、年齢に関わりなく誰でも、このトライアル雇用をした場合に雇用助成

を出そうというような議論が起こっているんだろうというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 じゃ、天野さん。 

○天野委員 ２点あるんですが、１点目は、一番最初に言われていたしつけというような

のはどういう内容を指しているのかということと、しつけの低下というときに、しつけの

何が低下しているというふうに見られているのかということですね。 



 15 

 あと、２点目なんですが、若年労働者というか、高校の新卒の話で今されていましたが、

この問題というのは、多分第１次産業、第２次産業が日本の中でどんどん空洞化していっ

ているという問題と――つまり海外の市場ですよね。やはり第三世界とか、そういう労働

賃金の安いところにどんどん産業が流れていっている。そういうところに就職口が求めら

れていることで、国内にこういうことが起こっているというような気がしているんですが、

その辺についてはどういうふうにお考えですか。 

○樋口座長代理 まず、第１点のしつけのところです。これは会社経営者によって何を感

じているかというのは多分違うと思いますが、よく言われているのは、まず言葉使いがな

っていないねというようなこととか、礼儀もできていないねというようなこともあれば、

ミーティングのとき、特に入社式のときになって言われるのは、入社式でもうおしゃべり

が始まっているというようなことを言ったりされていますよね。多分そういったところか

らのイメージだろうというふうに思います。 

 もう１つは、高卒の人たちに対する採用意欲が落ちているのは、海外へ雇用も逃げてい

ますし企業も逃げているというようなことじゃないかとと思いますので、まさに私はそう

だろうと思います。特にどういったところが海外展開しているか。80 年代は、まだ先進国

が海外投資先であったんですが、90 年代に入ってほとんどがアジアの国々にシフトする。

そこでは経済合理性みたいなものを求めて、１つは賃金、それと労働生産性とか欠陥率と

か、労働者の質ですね。それを考えながら、企業がどこを選ぶかということが決まるよう

になってきた。 

 これはよく使われる言葉ですが、企業が国を選べるような時代になったと。昔は国の中

でこういう営業活動とか生産活動の拠点を置いてやっていくというのが当然であったわけ

ですが、もう国を選べるようになった状況において、賃金の問題もありますし、もろもろ

の制度の問題ですね。例えばレイバースタンダード、労働基準の問題がよく出されますが、

国内労働者を保護したいということで、労働者保護に対するいろいろな法律をつくってい

く。そうすると、結果として企業がみんな他の国に逃げてしまって、保護しようと思った

労働者自身がいなくなっちゃったというようなことも指摘されることもあるかというふう

に思います。それだけ、ある意味ではグローバル化が進展してきているというようなこと

もあります。 

 その一方で、企業の中でも正社員ではなくてもいいんじゃないかというような、先ほど

の構内請負とか、あるいは派遣労働者を雇う、さらにはパートタイマーを雇っていくとい
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う形で雇用形態の多様化が進展している。これを多様化といったときに、多様化というの

は通常、働く側がどういう働き方をするかを選べるというイメージで語られる場合が多い

んです。企業の方は確かにどういう形で人材を活用するかというのは選べるようになって

いるわけですが、労働者の方が選べるようになっているかというと、人によってはむしろ

二重構造の進展、あるいは復活になってきているんじゃないかというような言い方をなさ

れる方も多いかと思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 他に。ただいまのところよろしゅうございますか。 

 それでは、後ほどご議論をいただくことにいたしまして、次のレポートをお願い申し上

げます。次は北村委員から、「メディアに現れる少年問題、子育て論の社会的影響と限

界」というテーマでお話しいただきます。 

○北村委員 お手元の資料に沿って話をさせていただきます。 

 このようなタイトルを立てましたが、実はメディアでは少年問題の扱いには結構苦労し

ています。とはいえ、それはメディアの側の事情でございまして、このことを説明するた

めに分かりやすい事例を幾つかご紹介したいと思います。その事例をご紹介する中から、

言ってみれば隠れテーマとしてお酌み取りいただきたいんですが、我々メディアの間でも、

あるいは社会全体の中でも、表立って柱立てできないテーマとして、どういう家庭の子ど

もが問題を起こすのか、あるいは問題を起こした子どもの家庭には目立った偏りがあるの

かということは常にあると思います。これはもちろん人権と絡みますので、軽々に調査、

研究すればいいというものではありません。そこで、こういう章立てをすることで、具体

例の中からそのコンテンツを酌み取っていただければというのが私の今回の狙いです。若

干乱暴な言葉使いをすることもあるかもしれませんが、そういったものを差別、区別する

のが目的ではないということをあらかじめお断りさせてください。 

 １番に挙げましたように、取材を通してということで、分かりやすいものとして、現在

朝刊社会面で連載しております「犯罪メルトダウン」というのを例にとってみました。こ

れは私と親しい記者が取材に当たっているという事情もあります。この種の犯罪ものとい

うのは時々時勢を見て展開されるものですが、今回のシリーズは、「少年事件はなぜ起き

るか」ということをメインテーマに据えたわけではなくて、最近増えている犯罪にはどう

いう顔があるかというふうな視点に立っています。しかし、結果的にどうしても少年犯罪

が浮上してきて、そこに行かざるを得ないという経緯がありました。ただ、読んでいただ
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ければ分かると思うんですが、一つ一つの事例を挙げながら、靴の上からかいているみた

いな状況がありまして、それはどうしてもメディアの側の事情で、差別的な物言いになっ

てはいけない、あるいは加害者の人権に配慮が必要ということで、ずばりストレートには

表現できないというようなことがあります。 

 例えば、少年が事件を起こす、そういった家庭でどういう偏りがあるかということの一

番端的に現れるものとして、少年院の実態なんていうものがあります。ここに書きました

ように、取材している範囲でどうしても行き着くのは、そういった問題少年にＬＤとかＡ

ＤＨＤが多いという実態であります。 

 具体的な名前は出せないんですが、ある少年院の場合は、ここは比較的そういう問題児

を拒まない。結果的にマグネット的な効果が出ているところですが、全体 130 数人いるう

ち、14 歳から 18 歳、例外的にそれ以上の子どもがいることもあるんですが、何とＬＤ児

が 58.5％を占めているというんですね。その他にＡＤＨＤの子が 80.9％いるということで、

当然ながらその両方を持っているという子も多いわけです。それは具体的にどういうこと

かといいますと、学習、あるいはリハビリとして作文なんかを書かせる際も、比較的大き

な枠のある、小学生が書き取りのお勉強をするようなノートの枠の中にきちんと１文字１

文字が入らなかったり、例えば「僕は」と書くときに「は」の字が「わ」になってしまう

というような、学習のＡＢＣができていないような子が多い。また、記者たちの話を聞く

と、実際に院の様子を見ても、この子が本当に 14 歳なのか、15 歳なのかというほど非常

に印象の幼い子が多いといいます。それに対して、院の方でも小学校１年からの各教科の

ドリルを用意して学習に当たらせるというようなことを行っているといいます。 

 さらに言うと、本人が問題を負っているわけですが、この少年院の場合に、実父母の割

合、要するに血のつながった両親がともに暮らしているという割合が４割です。過半数が

それ以外の非典型的な家族構成になっている。それから貧困家庭、これは収入等を数字的

に羅列したものはないんですけれども、見た印象では、今どきこういう生活があるのかと

いうような家庭の出身者が一般に比べて非常に高いと言わざるを得ないということであり

ました。そういった事例をたくさん見ている、あるいは実際に事件を起こした家族の様子

を見ていると、少なくとも記者仲間での個人的な印象としては、明らかにハイリスク家庭

というのはあるんだというふうに認識しています。ただ、だからある種のプロファイリン

グとして、こういう家庭では問題児が起きやすいという逆のことを言えるかというと、そ

れはちょっと微妙なところです。 
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 ただし、それだけに、要因がきちんと把握できると、それをリカバーする方法があると

もいえるようです。例えば、少年院に在院中のケアで非常に劇的に転換する子というのが

多いというんですね。生徒たちが「こんなに丁寧に勉強を見てくれるなんてびっくりだ」

みたいなことを言うんです。多くの事例を見ますと、大体学校でついていけなくなる。

「おまえなんか、もう来なくていい」、あるいはそれに近い扱いを受けて、行くところが

ないからゲーセンでたむろっていたら似たようなのがいたというような流れになることが

多いわけで、どこかで歯止めがきかないかというのが現場の記者たちの実感でした。実際、

ＩＱなんかもかなり問題があって、 138 人のうち、70 未満が 17 人、90 未満が 70 人、計 8

7 人が 90 未満というような状況で、これは恐らく横並びに単一の授業ができるような状態

ではないという指摘でありました。 

  これは現場、それから私も加わってのディスカッションの結果なんですけれども、こう

いうことはなかなか記事化できません。こういったものに、その種の指摘に世の中は大変

センシティブになっている。なかなか共有の情報とならないので、それに対する有効な社

会的対策を講じにくいということはあるんじゃないか。しかし、かといって、あからさま

な文字にしたときの逆の理解、つまり「問題を起こす子は資質の問題だ」といった見方を

招いてもいけないということで、書く側も立ちすくんでいるというような状況があります。 

  もう１つ、タイトルにしたがって「メディアに現れる少年問題」というふうに見ていき

ますと、厳密には少年問題じゃなく、家庭の側の問題なんですが、皆さんご記憶だと思い

ますが、音羽の春奈ちゃん事件というのがありました。これは事件自体が衝撃的だったん

ですが、メディアにとっても大きな事件でした。というのは、私どもの会社の場合、事件

報道直後、何と 3,000 通のレターが届いたんですね。その 3,000 通のレターのうち７割以

上が似たような立場の――加害者の側ですよ――女性からで、非常に加害者の気持ちがよ

く分かるという方だったわけです。実を申しますと、これは最初の段階で「お受験殺人」

ではないかという、今にして思えばミスリード的なものがありまして、そういったものに

対しての同感というのもあったと思いますので、今現在分かっている事件の真相を踏まえ

た上でのシンパシーとはまたちょっと違うのかもしれませんけれども、少なくとも孤立す

る主婦のストレスというのが分かるという声が非常に強かった。そのことで我々も大いに

学習したという経緯があります。 

 実は、この辺に関しては私自身もある経験がありました。それは、専門職の女性ばかり

が集まるある趣味の集まりがありまして、いろいろな起きたことを話していた 10 人ぐらい
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の集まりです。そこに長く専業主婦をしていて割に最近ある専門職についてから加わった

方がおりまして、前からいるメンバーが「そうはいっても、何かそれで小さい子どもを殺

しちゃうというのは分からないよね」みたいなことを言っていたわけですね。そうしたら、

その方が半ば色をなして怒られて「皆さんには恐らく専業主婦の気持ちは分からないでし

ょう」とおっしゃるわけです。彼女自身は３人の子育て経験者ですが、例えば自分が今、

子育てをしているということになると、子どもは自分の能力を反映するものなのだと、お

稽古事があの子よりできる、できない、それからお勉強ができる、できない、にっこり笑

った顔があの子よりかわいい、かわいくないというのがことごとく自分の評価に結びつく

ような気がして、自分の子どもがちょっとでもビハインドになると、もう物凄くもやもや

したものがあって、それは悲しいと言うわけですね。聞いていたみんなでシュンとしてし

まった経験があります。 

 それから、この音羽事件のある事件関係者の証言、これも取材の中で聞いた言葉なんで

すが、子どもに対する親の期待がどうこうという今みたいな話と同時に、実際には加害者

と被害者の夫婦の姿が非常に対照的であった。どのように対照的だったかというと、加害

者側は、よく伝えられているように、僧籍にある夫が「家のことはおまえに任せた」とい

うことで、ろくすっぽ口もきかない。１対１で話し合ったこともない。新聞なんかとらな

くていいんだ、カーテンなんか要らないんだと言う。それに対して妻の側が「何を言って

いるのよ」の一言も言えないような状態だった。それに比べ被害に遭った子どもの両親と

いうのは、近所でも評判の円満な夫婦だった。しょっちゅう幼稚園の行事に両方で参加す

る。絵に描いたようなアッパーミドルクラスのインテリの夫婦ということで、傍目にも仲

がよかった。そういったことに対するジェラスみたいなものがあったんじゃないかという

のが指摘でありました。 

 だから、こういうことを聞いていると、第三者が報道としてああである、こうであると

言っても、報道する側もどちらかというと専門職を持っていて働いている側ですから、思

いもかけない人の発想というのはあるものだなという印象を強くしました。なおかつ、こ

の事件の周辺にいた子持ちの女性記者に聞いたら、実は保育園に子どもを預けていると非

常に危険に思うことがある。何かというと「いいわね。あなたは子どももいて仕事もある

んでしょう」という言い方をされて、そんなことでうちの子どもに手を出されたらどうし

ようという被害妄想的な気分にさえなってくる。だから、孤立した主婦というのは、我々

は６つの活字で片付けてしまうんだけれども、実際にそういった事件を報道する自分たち
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であるとか、政策を考える人であるとか、世の中の表舞台に立っている人間には絶対分か

らないぐらいのものであって、ここはかなり深く考える必要があるんではないかというの

が彼女の指摘でした。 

 それから、これもメディアに現れるということなので挙げておきましたけれども、新聞

はよく子育て情報を載っけるわけです。これは、例えばベストセラーの流れでいうと、ス

ポック博士がいて、松田先生がいて、最近はアメリカのシアーズ夫婦なんていう博士がい

てということで、その都度その都度、これが新しい育児書ですというようなことが紹介さ

れるわけですね。我々も非常に危惧を感じるんですけれども、そういうものが出て売れて

いますという言い方をすると、それが結構ではないかと新聞も言っている、と読まれるわ

けです。新聞を書いている側は「売れています」ということを言っているだけなんですけ

れども、そこである種の翻訳が起きてしまうということがあります。結局、それだけ何か

指南書が求められているということで、これはこの後、大日向先生のお話もあると思うん

ですけれども、とにかく何か欲しい。何か欲しいというときに、「３歳までは」と言うと

「はい、はい」という具合になるという、メディアが水路をつくっているということは言

えるんではないかというふうに思います。 

 それから、今、子育て全般についてメディアがいろいろなものを発信している状態です

が、そうすると、お約束として、世間とメディアの間で、「これはこの路線でいきましょ

うね」というコンセンサスが成り立っている部分と、「いや、それは違うわよ。まだまだ

これは白とも黒とも言えないわね」というものとができていると思います。今のところ、

何となくメディアと社会とのお約束として成り立っているというものを幾つか拾ってみた

んですが、やはり「のびのび、自然でゆったりが結構だ」ということは、少なくともお約

束としては成り立っている。これを資料に挙げた「合意度の高い」順番に見ていきますと、

皆さん、いろいろなところで「成績や出世より人間らしさが大切」ということをおっしゃ

るし、メディアの側でも、「成績で追い立てると子どもは問題が生じるよ」という言い方

をする。最近は行政も含めて、「子育ては母親が１人で抱え込むんじゃないんだ、みんな

のものなんだ」というメッセージも、これも市民権を得つつあります。実際にどうかとい

うことはまた別なんですけれども。 

 「子育てには一緒にいる時間より質が大切なんだ」という説明もよく見かけます。これ

は特に母親の社会参加を支持する立場もあるんでしょう。働く母親の応援歌としてこのよ

うな言説が非常に言われます。しかし、この問題について言うと、そろそろ資料で並べた
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このあたりから、「そうはいってもね」というものが陰にへばりつくようになってきてお

りまして、実際に働いている我々の仲間なんかでも、「作為的に濃密な時間をつくったっ

て、それがいいのかね。それより、何となくデーンと母ちゃんがそばにいる方が、よっぽ

ど結構なんじゃないか」みたいな本音らしきものもないではありません。その辺をどうや

って折り合いをつけるかというのは、少なくとも働いている女の人にとってはすごいスト

レス、あるいは産むか、産まないかを決める際の大きな関所になっております。 

 それから、「母には母の、父には父の役割がある」という言い方なんですが、最近、父

親役割みたいなものがクローズアップされてきて、家にもう１人女親がいたってしようが

ないんだというところから、このような言い方というのも相当浸透してきているように思

います。ただ、それを違うふうに解釈する方はたくさんおられるわけなんですが。 

 それから、「ごはんは一緒に食べましょう。個食はまずい」という言い方。これもかな

り市民権を得ているといってよいようです。それから、「体罰はいけないことなんだよ」

というのも、これもお約束になりました。「ひとりっ子は残念だ。命の尊さを教えたい。

高齢者の実態、例えば老いて死んでいくみたいなものだって、言ってみれば教材なんだ」

という言い方。それから、「塾なんて子どものためにはならないので、親の満足のためな

んだ」みたいな言い方。これが大体メディアの上では今お約束事として広く流れているよ

うです。あと１つ、「虐待は世代間で連鎖する」というのも１つの知識として共有される

ようになりました。 

 こうして見ていくと、世論調査などで関連のものをランダムに拾っただけでも、青少年

に関する事柄は必ずしもみんながお約束事どおりに思っているわけではないというのが見

えるわけですね。例えば「若者は甘ったれていて困ったものだ」という認識がありますが、

それはなぜかというと「家庭がきちんとしつけていないからだ」だから「社会ももっとき

ちんと厳しく対応しろ」というのが全体のトーンとしてあるわけです。それは「最近の母

親はきちんと家庭内役割を果たしていない」なんていうのとは対応していますが、「子育

てには共にいる時間より質が大事」なんていう、言ってみれば、世の中に言う働く親たち

のテーゼみたいなものなんかは吹っ飛んでしまうわけですよね。 

 「教育費が高くて、だから子どもは産まないんだ」と言われる一方で、数字的に見ると、

教育費に困っているという人は非常に少ないんですよね。困っていないというよりは、困

っている人つまり該当者が少ないという言い方の方が正しいのでしょう。教育費の高さが

ネックになるという人は、少なくともこれまでの弊社の世論調査では少ない。 
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 それから、少年の問題を防ぐためには親子の時間を増やせというような言い方もあって、

一方では「さあ、みんなで子育てしましょうね。女の人も社会参加しましょうね。時間の

問題じゃないのよ、質の問題なのよ」と言いながら、「最近の若者は不埒である。甘いか

らだ。ちゃんと親が家にいてしつけていればそんなことはないので、家でも社会でもビシ

ビシやれ」というトーンが全体として本音としてはあると読めるんだと思います。 

 それから、ここには書きませんでしたが、もう１項目微妙な話をつけ加えさせていただ

きますと、虐待が大変多くなっておりまして、それが死亡となっています殺人、あるいは

傷害致死で検挙されるというのが年々増えております。そのことについて、そういう家庭

での構造に何か偏りがあるかということで調べてみました。微妙な問題であることをお断

りした上で申し上げると、いわゆる実親家庭でというよりは、ステップファミリーで非常

に起きているということは指摘できると思います。2000 年に起きたもので見ますと、児童

虐待は警察摘発が 186 件、検挙者が 208 人です。そのうち男性が 137 人、女性が 71 人で

ありました。男性 137 人の内訳を見ますと、被害者の実父が 60 人、母親の内縁の夫が 47

人、被害者の義父または養父、ですから、要するに婚姻届を実の母と出しているというこ

と、あるいは養子縁組をしているということだと思うんですが、これが 22、その他が８と

なっているんですね。そうすると、何と検挙された男性 137 人のうち 69 人が母親の内縁

の夫、あるいは被害者の義父か養父ということになっていて、うんと広く括って言うと母

親の男なわけです。 

 こういうことについて年齢的に見ますと、被害者の年齢から考えて、非常にこの男たち

も若いということは推定できるわけで、若い父親的立場にいる者の加害というのが非常に

多い。これは恐らくＤＮＡを共有する父親とそうでない父親との違いだと思うんですが、

これだけ家族形態が拡散している中で、メディアとしては「だからいけないよ」というこ

とはとても言えない。まして、ある程度年齢を重ねた人たちでのリマリッジについてはそ

んな事故はあまりないわけでして、恐らく性衝動の激しい 10 代、20 代における若い結婚、

破綻、それからリマリッジにおいて出てくる現象だということが考えられます。 

 こういった場合にどういう対応をしていいのか、我々はもちろん対応を云々する立場に

はないんですが、例えば、この間の渡辺先生のお話なんかもありましたけれども、デート

なんかも含めて、日本のティーンエイジャーの性的交際というものが非常に肯定されない

という社会の中でむしろ起きてくるんじゃないかという気もいたします。だから、10 代、

20 代での男女交際のトレーニングみたいなものがもっと社会でされてもいいんではないか。
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あるいは、実際に結婚した場合、あるいは再びカップルができた場合、新しいパパのため

のファミリーメソッドみたいな明るく語れるハウツーが社会で供用されないかとも思いま

す。こう言うと、こういうカップルはそういうところに行くわけないわよというご指摘も

あるかもしれませんが、そういったところがあまりに今埋もれていて、社会現象としてな

かなか手がつけられない、その予防的措置としてもそこまで遡れないということで、非常

に問題が多いんではないかと思います。 

 以上、非常に散漫なんですけれども、実際の例を基にお話ししました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいまのところ、チェックなさりたいところがたくさんおありではないかと思います

が、いかがでございましょう。どうぞ。 

○杉山委員 春奈ちゃん事件のところなんですが、 3,000 通のレター、どういった層が多

かったのか、もし内訳が分かれば教えていただきたいんですが。 

○北村委員  3,000 通のうち 70 数％が加害者側に立ったものだということなんですが、

圧倒的に女性。詳しい分析は知りませんが、担当者からの私の聞き書きでは、圧倒的に同

年代の女性だということでした。 

○本田座長 網野先生。 

○網野委員 あまりにも初歩的な質問かもしれません。もしそうでしたらお許しください。

お話を伺っていまして、いわゆる報道機関といいますか、例えば新聞が報ずる内容という

のは、客観的かどうかはともかく事実を報道するという役割、働きと、いわゆる価値観と

か、それを主張するという部分とはどういうふうに区別して示されるのでしょうか。例え

ば今お聞きして、両者にどのようなスタンスをおくのか教えていただけますか。本当に基

本的なことで申しわけないんですが。 

○北村委員 それですと本当のメディア論になってしまいまして、私、メディア論の体裁

を借りてコンテンツをお届けしたつもりなので、とても難しい話になります。メディア論

については、これが答えだというものを実は誰もが持ち合わせておりません。日本新聞協

会等がそういったものについてステートメントをたびたび出しているんですけれども、客

観を目指すという言い方であります。 

 それからあと、読者の側が期待するというものというのは、本当にどこそこで何が起き

たということだけなんだろうかというと、決してそうではないわけでありまして、これは

本当に戦後ずっとメディアの世界では、どこまでが主観を入れていいのか、どこまで主張
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を入れていいのか、署名をどこまで入れるのかというのは常に論議の的でありました。一

部の実験的な人たちは、例えば小さな子どもがダンプカーにひかれてというような記事を

社会面の頭に持ってくるという現在の手法はいかがなものか。それは非常に客観性に欠け

るのであって、今日起きた交通事故何件、何人死亡と書いた方がよっぽど客観性があるん

だという主張までしたことがあります。しかし、データ発表ではないんだということに立

ち、世の中の最大多数の方々が関心を持つことに焦点を当てようというところで日々新聞

はつくられておりますので、そういう意味では、記者の主観の入った記述と言っていいん

ではないかと思います。 

 ただ、求められるのは、記者、あるいは編集者が世の常識から逸脱しないということで

あります。特に家庭の問題については、今非常に言われているのが女性の視点を生かすと

いうことで、新聞記者の世界で女性が非常に少なかったことの反省もありまして、家族も

のなどを取材するときは必ず女性記者の意見を聞く、あるいはそのチームに入れるという

ような配慮がなされております。それから、我々社内の女性は、男女共同参画基本法等を

担当者になるたけ読んで聞かせるようにはしておりますので、その視点というのが多分少

しは入っているんだろうと思います。 

○本田座長 他にございますか。 

 どうぞ、相原さん。 

○相原委員 まず１点目に、私自身、北村委員の同僚でいらっしゃるのか、ちょっと名前

は失念したんですけれども、少年事件について読売新聞でずっと携わっていらっしゃる方

のお話を聞きまして、非常に長期的に１つの事件なんかを深く取材されていて感銘を受け

たことがあるんです。今日最初のところでお話しくださったことに関して質問と言ってい

いのかどうか分からないんですけれども、今、ある意味で被害者の立場が忘れられていた

んじゃないかということが強く出てきていますよね。その分、逆に加害者に対して甘過ぎ

るんじゃないかと、名前の報道も含めてそういうことが問題になっています。 

 ここで委員がお書きになっているのは、だからといって加害者をどうのこうのするとい

うよりも、加害者の方をきちんと丁寧に把握して見ていくことが、最終的に少年事件に関

する深まりということにもつながるというご趣旨で理解してよろしいんでしょうか。つま

り、１つのケースをあまり詳しく書き過ぎて、こんなふうに問題があったみたいなことを

あからさまにやることは、その子のプライバシーの点では問題だけれども、逆に言うと、

そういう問題がある子だということできちんと問題を捉えるという次元でマスメディアが



 25 

どこまで出せるのか、出すべきなのかというところで悩んでおられるということで理解し

てよろしいんでしょうか。 

○北村委員 おっしゃるとおりです。私は後から聞いたんですけれども、例えば今回の連

載の中でも論点になった事件に、もう 10 年ぐらい前になりますか、コンクリート詰め少女

殺人事件というのがありまして、少年たちがどこかの家でグループで行った大変悲惨な事

件だったと思うんですが、今、その少年は出所してきてひきこもりになっているんですね。

その母親にインタビューをした話が出ているんですが、実は事件の前、ここは離婚してお

りまして、いわゆる母子家庭だった。そうすると、その母親は、何かあったときに少年の

味方になってやれなかったということを言うわけですね。何かちょっと外で少年が疑いを

かけられたようなときに、「どうしたの。そんなのはおまえは悪くないよね」という言い

方をしないで、外に向かって「すみません、こんな子で」みたいな言い方をしてしまった。

そのときのコメントに、「母子家庭だと外から馬鹿にされたくなくて、本人の言うことも

聞かずに外に謝ってしまった」という言い方があって、それを書くか、書かないかで記者

の間で結構論争があったわけです。母子家庭だからというのは、彼女のかぎ括弧の中に入

る言葉なんだけれども、こういうことを書いていくことが、だから母子家庭はこういう子

が多いんだよということを再生産するのではないかということで、結局そこは削除したわ

けですね。それは現場の判断だったと思うんですけれども、だんだんそうやって物事がフ

ァジーになっていくという宿命から逃れられないわけです。すると、何だか知らないけれ

ども、どこかの子がお母さんの見栄でこうなったみたいな理解もできてしまうわけですよ

ね。そうすると、人権を云々することで赤裸々な真実からだんだん遠のくということは宿

命的にあるわけでして、いつもそこで現場は悩んでいると、そういうことを申し上げたか

ったわけです。 

○相原委員 すみません、もう１点だけ。またその点については、後で他の委員とか私も

伺いたいと思っていると思うんですけれども、もう１点、後半の部分で、メディアが読者

と共有する子育ての本音がずっと並んでいますよね。家庭の中でもそうですし、それから

メディアが大体一般的に共有していることというのは、ある種社会の建前的な部分がある

かと思うんですが、結局、何か悩む子というのは、そこのギャップをそれこそ嗅覚的に感

じている。のびのびとかゆったりとか、人生は出世じゃない、人間らしさだよと言いなが

ら、先ほどの樋口先生の話じゃないですけれども、結局今のままいったらドロップアウト

で将来はないじゃないかという、そこら辺の歪みがビシバシ十分分かるからこそ、どんど
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ん夢をなくして逸脱していくと思うんですよね。そこら辺、マスコミの書き方というのは、

私は同じ週刊誌だったり同じ新聞の中に割と、よくこれだけ極端な価値観が出るなと思う

ときがたまにあるんですけれども、そこら辺、どうお考えでしょうか。 

○北村委員 例えば「成績や出世より人間らしさが大切」というのは、世論としてもう異

議の唱えようがないところがあるわけですね。すると、一方で「こんなきれいごとを言っ

ていたってしようがないじゃん」と言われたときに、少なくとも我々の側としては、だか

らこうやったらどうかという社会に対する提言というのを常に持ちましょうという姿勢を

持つ努力はしています。だからジョブシェアをしましょうとか、ワークシェアをしましょ

うとかいうような、システムに関わるものを対応策として提示していく、というような。

非常に情緒的というか、生活感覚的に言う生活情報面でありますとか社会面でありますと

かというところと、政治面や経済面など社会の力学に関わるところとのリンクというのは

もっと必要ですし、我々のディスカッションも必要だとは思っています。 

○本田座長 ありがとうございます。じゃ、天野さんまでにいたしましょう。 

○天野委員 マスコミは第４の権力と言われているところですよね。多分それはジャーナ

リストたちは自認もされているかと思うんです。プレパークも非常に取材の多いところで、

年間七、八十件という取材が入りますので、その都度いろいろな人たちといろいろなやり

とりをしながら報道されたものだか何かを見たりするんですが、報道されると後で訂正が

きかないので、非常に慎重に事前にいろいろな打ち合わせとかをしたりするんです。 

 少年事件のことで、この間少年法の改正というのがあったんですが、その前に、やはり

少年事件の凶悪化ということが随分マスコミによって騒がれたりしましたよね。ただ、今

回のこの懇談会の中でもいろいろ出ているけれども、少年事件は本当に凶悪化したのかと

いうと、数字の上では必ずしもそうではないデータがあったりとか、あるいは先ほど言わ

れた少年院での更正というようなことというのが、日本の場合にはかなりうまく働いてい

る。つまり、要するに厳罰をというような形での風潮というようなものがあの前にかなり

流れたわけだけれども、マスコミが一定の役割を果たしたというふうにあの当時から思っ

てはいたんです。やはりそういう厳罰化をしなければならないとか、そういうようなこと

で、社会の風潮として厳罰が必要だという話になっているけれども、実際に海外諸国と比

べたときに日本の少年司法制度というのはそんなにひどいものなのかどうか、むしろかな

り教育効果を上げているんではなかろうかとか、そういうようなことというのが、僕は逆

に言うと、ある種の主張として数字的な事実というか、そういうようなものからマスコミ
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がきちんと論じていくという姿勢が非常に大事だったというふうに思うんです。 

 今の教育基本法の改革の問題も、非常に感情的な問題で話が進んでいて、決して真実を

伝えているとは僕には思えないんですね。だから、その辺のところをやはりちゃんとマス

コミのポジションとして、教育基本法を知らない人がたくさんいるわけだから、教育基本

法とは一体何なのかとかいうようなことや、今の教育界が問題だから教育基本法が問題な

んではなくて、教育基本法どおり教育界がなっていないから問題だというところがやはり

ちゃんと伝えられていくことだとかというのは、僕はすごく大事だと思うんだけれども、

その辺の議論というのはマスコミの中ではどのようにされるんでしょうか。 

○北村委員 全マスコミを代表してお答えする立場にないんですけれども、よく言われる

ことで、マスコミが世論をつくっていくというのはゼロではないと思います。しかし、じ

ゃ、マスコミはそんなに説得力があるかというと、それほどでもないような一面もある。

常に社会とマスコミというのは合わせ鏡みたいな関係にありまして、例えば今、少年犯罪

者の更正率云々というお話がありまして、今、確か少年院出所者の再犯率は 23％ぐらいだ

と思うんですが、これを高いと見るか、低いと見るかというのは、かなり読む人の人生観

にも関わってくることだと思うんですね。もちろん教育基本法その他の事柄については掲

載はしますが、一方で新聞はテキストではない。それは、クルードな情報というのは他に

もアクセスする方法はたくさんある。もちろん一旦ご紹介はしますけれども、あとは、こ

れだけ情報が集まった社会だったら、Ａ社はこう書いている、Ｂ社はこう書いているとい

うふうにご判断いただくしかないわけで、無謬の中立というのはないというところでご勘

弁くださいませ。 

 少年ものについては、実際新聞をつくっている現場の責任者の人生観みたいなものが非

常に色濃く反映されることは事実だと思うんですよ。こういう生活感覚というのは、どれ

を見てもそうであると。ただ、先ほども申し上げたことの繰り返しになりますが、最大公

約数で常識を逸脱しない範囲でということで歯どめをかけていて、実はその中で随分揺れ

があるんだというふうに認識いただくしかないというふうに思っています。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 それでは、ここで北村委員への質問は打ち切らせていただきまして、後ほどご議論いた

だくことにいたします。 

 大日向先生がお見えになりましたので、大日向協力者のご報告を伺うことにいたします。

ご存じのように、大日向さんは恵泉女学園大学の教授でいらっしゃいますが、文部科学省
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で策定されました「今後の家庭教育支援の充実についての懇談会」の座長を務められまし

た。そのようなお立場から、池坊政務官の大変熱いご要請などもございまして、そのこと

も若干ご報告いただきます。それから、せっかくでございますから、大日向さんご自身の

お立場からのいろいろなご意見も表明していただけようかと思っております。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○大日向協力者 恵泉女学園大の大日向と申します。今日はお招きをいただきましてあり

がとうございます。 

 「子育て支援を通じた新たな地域のあり方」という題で話をさせていただきますが、内

容は、今、本田座長もおっしゃってくださいましたが、主に２つに分けてお話をさせてい

ただきます。前半は、文部科学省の懇談会の報告をまずさせていただきます。そして後半

は、現在の子育て事情の一つの解決事例として海外の事例をご紹介したいというふうに思

っております。 

 まず、文部科学省の懇談会「今後の家庭教育支援の充実についての懇談会」がどういう

目的と経緯で発足したかということですが、近年の子育て事情をみますと、子どもの成長

発達上に見られる問題行動の深刻化、親の育児困難現象、具体的には育児不安、育児スト

レス、虐待、あるいは虐待まで至らなくても、その何歩か手前のグレーゾーン的な現象の

増加があります。そういった問題の原因がすべて家庭教育にあるというふうにお考えにな

ったとは決して私は思いませんが、やはり家庭教育の大切さということを社会全体で再認

識しなくてはいけない、こんなご認識がおありになったのではないかと思います。 

 それで、昨年の９月に池坊大臣政務官のご発案でこの懇談会が発足いたしました。当初、

座長は河合隼雄先生でいらっしゃいました。河合隼雄の「雄」がちょっと違ってタイプを

打ってしまいました。「夫」ではなくて「雄」でございますので訂正していただければと

思います。しかし、今年の１月に河合先生が文化庁の長官になられまして、当初、私が副

座長を務めておりましたが、私が座長を今年の１月からお受けいたしました。そして、３

月に中間報告を公表いたしました。これは都道府県、市町村教育委員会、ＰＴＡ等の社会

教育、学校教育団体、経済団体、また子育てに関していろいろな団体がありますが、そう

した方々から広く意見を募集いたしまして、総数で 198 件の意見が寄せられました。それ

なども参考にさせていただきまして、本年の７月に最終報告『「社会の宝」として子ども

を育てよう！』をまとめました。これが大体の懇談会発足の目的と経緯でございます。 

  次に、懇談会審議の特徴、そして報告書のポイントはどこにあるかということをかいつ
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まんでお話しさせていただきます。 

  まず、この懇談会では、昨今の子育てを取り巻く状況について詳細な分析を繰り返し行

いました。お手元に資料がおありかと思いますが、一番分かりやすいのは、この『「社会

の宝」として子どもを育てよう！』というイラスト版で、その一番最後のところに懇談会

メンバーの名前が記されています。北村委員さんもお入りくださっています。このメンバ

ーをご覧いただくとお分かりだと思いますが、各界から出てくださいました。とりわけ子

育て当事者、支援をしていらっしゃる方々、そういった方々から生の声をたくさん伺うこ

とができたと思います。 

  そして、昨今の子育てを取り巻く状況について分析しますと、やはりそこには、家庭教

育の低下があります。この言葉にはいろいろな議論があることは私も承知しております。

何をもって低下と言うかといいますと、比較級の問題というようなことですと、必ずしも

現在、今の社会が低下していないというお考えがあることも私は十分承知しております。

ただ、やはりいろいろな意味で行き詰まっている。親も子もいろいろな困難に直面してい

るということ、これは事実であろうと思います。例えば、親がどういう問題に直面してい

るかという前に、子どもたちの発達上のゆがみ、問題、これも十分議論がなされました。

これは思春期から始まり、どんどん低年齢化していって乳幼児期に至っています。乳幼児

期ですと特に生活習慣の未確立というような問題も深刻な問題として指摘されてまいりま

した。こういう子どもたちの成長発達の問題というものが明らかになると、一方で、じゃ、

育てている親はどうなっているんだというようなことは当然議論して出てまいります。 

  そこで、親たちの子育て状況ということです。これは先ほど北村委員さんの方も春奈ち

ゃん殺害事件をきっかけとした世の中の動きということをご紹介くださいまして、多少重

複いたしますが、まず、母親たちの「孤独な子育て」ということは昨今の特筆すべき実態

ではないかと思います。このあたり、もっと具体的に申しますと、とにかく１人で子育て

の大半を担っている、主に専業主婦のお母さんたちですが、全く１人の時間がない。また

話し相手がいない。この話し相手がいないということは、人間としての尊厳も奪われるよ

うなところまで追い詰められている。「脳から言語が消えていくみたい」、そんな表現を

使うお母さんたちもいます。それから、社会から取り残されていくような孤独感です。こ

うして子育ての負担を１人で担い、話し相手もいない、社会から取り残されている、それ

でいて子育ては立派にしなくてはならないと余計思うわけです。したがいまして、パーフ

ェクトママ現象のようなことも起こってきます。昨今の母親たち、とりわけ専業主婦の子
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育ては、孤独な「孤」というものを充てた「孤育て」という形容が当てはまると思います。

一方、働く母親、こちらの方は今申し上げた専業主婦のような苦悩は少ないと思いますが、

仕事と育児の両立に苦しむということは深刻化しております。 

  こうした母親の問題の対比としまして、じゃ、お父さんたちはどうしているんだろうか。

やはり母親たちがここまで孤独に追い詰められたり、あるいは仕事と育児の両立に苦しみ、

子どもに何か問題が起きたときに母親が責め苦を負う、また負うだろうと想像せざるを得

ない実態の対極としては、育児に関われない父親、関わろうとしない父親、あるいは関わ

りたくても関わる機会がない労働状況の問題等もあると思います。こうした父親の問題は

別の見方で言いますと、夫婦関係が非常に阻害されているということになるだろうと思い

ます。 

  また、こうした母親たち、父親たちの問題の一方で、今の若い親の世代の中には、子ど

もを受け入れることができないということがあります。確かに外在的な要因は厳しくなっ

ているけれども、もうちょっと子どもとうまく向き合えないんだろうか。そんなじくじた

る思いも、お母さんたちのお声を聞いていて思うんですが、しかし、子育てについて学ぶ

機会がなく育ってきた親世代が増えているのです。その一方で、子育てはかくあるという

ようなイメージが先行していれば、やはり実態とのギャップが大きくなるだろうと思いま

す。 

  こういう現象が非常にはっきり出たのが、実は先ほど北村委員さんがおっしゃった春奈

ちゃん殺害事件、99 年ぐらいだったと思います。私は 30 年来、こういうお母さんたちの

声をずっと聞いておりまして、私自身の調査では、93 年に 6,400 名のアンケート調査、そ

して現在も 700 名余りのお母さんたちの直接インタビューを続けています。90 年代から既

にこういう傾向ははっきりと見られていたんですが、水面下にとどまっていました。母親

自身がカミングアウトできなかった。それが一挙にカミングアウトできるようになったの

が、不幸にしてあの音羽事件が起きたからということがあったと思います。こういったよ

うな分析が懇談会の会場で、私も含めていろいろな方々から率直なご意見が出されました。 

  この懇談会の取りまとめのポイントは、こうした子育てを取り巻く状況の厳しさを明ら

かにしつつ、家庭、親だけに責任追及することでは問題の解決には至らないんだ、むしろ、

その社会的背景をなしている問題の是正について積極的に提言すべきだという点が報告書

のポイントの中でかなり強調した点だと思います。 

 もう一度ポイント集を開いていただいて恐縮ですが、３ページをご覧いただければと思
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います。 

 ３ページのところに「家庭教育って何？」ということで、前段のところには家庭教育と

はかくかくしかじかという定義をしてございます。この中には、家庭教育はすべての教育

の出発点で人格形成の基礎を培うもので、子どもにとって大事だということは外せないと

いうことは明記しております。しかし、今ご紹介したようなもろもろの子どもの問題、親

の問題は、直ちに家庭の教育力の低下ということでは解決がつかない。個々の親だけの問

題ではないということをビックリマークをつけて大きく書くことができました。これはこ

のポイント集の中ではかなり力を入れた点の一つでございます。 

 それから、もう一つ、各地の子育て支援状況についてヒアリングを実施してまいりまし

た。また、先ほども申しましたように中間報告を公表いたしまして、各界から総数 200 弱

のご意見をいただきました。いろいろなご意見が当然出たんですが、その中に、こうした

現状、考え方をもっと広く普及するために分かりやすいメッセージが欲しいというような

お声がたくさんありました。それで普及版を作成いたしました。イラスト、グラフ、図を

多く用いて分かりやすく解説したものが、先ほどから参考にしていただいているこの普及

版ですが、実は、もっと字がたくさん書いてあるこちらの報告書というのが、もう一方で

ベースとなっております。 

  この報告書、そして普及版、いずれも具体的に何を呼びかけているかということですが、

具体的に家庭に対するメッセージ、それから企業等の職場関係者に対するメッセージ、そ

れから地域の人々に対するメッセージ、学校関係者、行政に対してそれぞれ対象別に具体

的なメッセージをまとめております。家庭では父親が今以上に育児に関わることができる

ように、また企業等の職場関係者では、働く親が子育てにもっと関われるような環境整備、

例えば労働時間短縮、フレックスタイム制の導入、それから企業の持っているいろいろな

社会の施設を社会貢献活動として提供していただくということも呼びかけております。ま

た、地域の人々に対しては、子育て支援、人の輪づくりの場として地域が機能するように、

子どもたちの遊び場、職場体験、ボランティア活動、保育体験等を推進してほしいという

ことです。それから、学校関係者に対しましては、例えば小中高校生の保育体験。先ほど

もご紹介しましたように、子育てとは何かということを全く知らずに、幼い子どもとも触

れ合う機会もなく育つ大人が多いという現状をかんがみまして、小中高校生の保育体験を

もっと推進してほしい。幼稚園、保育所、小中学校に子育てについて語り合う場を設置し、

児童虐待の早期発見、対応等を求めました。それから行政に対しましては、家庭教育支援
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を 21 世紀の教育行政の重点課題として施策の充実を図ってほしい。具体的には子育ての社

会化を促すようなムードづくりとか、子育てネットワーク形成の支援、子育てサロン型学

習形態の展開と支援、そして、これまで手の届きにくかった親に対する支援も呼びかけて

おります。 

  また、報告の本体の方では、今、いろいろ子育てに問題、ゆがみがあると申しましたけ

れども、一方で一生懸命取り組んでいるいい事例もたくさんあるはずだということで、全

国から取り集めた先行事例をまとめております。そういうものをご紹介しながら、こうい

う先行事例が各地にあるので参考にしてほしいというようなことも最後にまとめておりま

す。文部科学省の報告書に対するご説明はここまでにさせていただきまして、今申し上げ

ましたようなこと、特に海外ではどういう取り組みがあり、それが今後の日本の家庭教育

の支援充実に関してご参考になればということで２つほど、ニュージーランド、カナダに

ついて、これからあと残った時間でご説明させていただきます。 

  まず初めはニュージーランド。パワーポイントの画面が出るまでにつなぎとしてお話を

いたしますが、これからご紹介するニュージーランド、そしてカナダ、今、子育て支援の

先進事例として日本でもいろいろ注目をされています。先月、11 月 26 日ですが、厚生労

働省とこども未来財団が主催してくださった国際フォーラムにも、ニュージーランド、カ

ナダの方がそれぞれ参加してくださって、これから私がご紹介するようなことをご説明く

ださいました。 

  まずニュージーランドですが、ニュージーランドはいろいろな保育機関がございます。

ここに書いてあるようないろいろな機関があります。日本だってこれ以上のものが当然あ

ると思いますが、この中で日本にないもの、そしてニュージーランドにしかないものとし

て注目されるのが、この赤字で書きましたプレイセンターです。このプレイセンターは、

親育てを子育て支援の主眼としている取り組みというふうにお考えいただいていいかと思

います。ニュージーランド全体で 523 カ所ありまして、利用者数とありますが、これはゼ

ロ歳から５歳までの子どもが１万 6,261 人通っているという施設です。 

  これは、私が昨年の春訪問いたしました、首都ウェリントンの郊外にありますカロリプ

レイセンターというところですが、左が全景です。うらやましくなるような建物と立地環

境なんですが、これ全体がプレイセンターです。そして右側がこの室内です。こんなふう

に遊び場が設置されています。 

 ニュージーランドのプレイセンターの基本的な視点とは何かということですが、これは
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保護者や子どもの多様な保育的欲求に最大限こたえること。これは、ニュージーランドは

多民族国家、特にマオリ族との共存ということを大変大切にしております。ですから、文

化が違う、民族が違うということは、保育的・教育的欲求がそれぞれ異なるということを

日常的に実感して暮らしている方々です。ですから、それに最大限こたえるということを

まず基本的な視点としています。 

  それから２番目、これは日本の子育て支援に今一番欠けている点ではないかと思います

が、子育て支援ということは、女性の社会参加につなげていかなくてはならないというこ

とを重視しています。具体的にプレイセンター活動の基本的な理念というのは、そこに５

つほどまとめてありますが、初めから立派な親はいないということです。子育て支援は親

を育てることだ。これは日本も昨今、駄目ママでいいとか、立派なお母さんでなくていい

といようなメッセージがようやく聞かれるようになりましたが、ともすると本当に駄目マ

マでいいとか立派でなくていいと言って、そこで言いっぱなし。そうすると、誰がそのメ

ッセージを受けとるかによって、顔の見えないメッセージを発しているということがある

と思います。育児雑誌や新聞等でも、顔が見えない相手に対して、そんなに肩に力を入れ

ないで、駄目ママでいいと言う。そのメッセージがしかと届く母親もいれば、一方でその

メッセージが、かなりひどい状況にあっても本当にこのままでいいんだわというようなこ

とで誤解されるような危険性もなくはないんですが、一方、ニュージーランドプレイセン

ターでは、しっかりとフォローしているということです。そして、家族がともに成長する

Family is growing together ということが大きな目的になっています。ですから、プレイ

センターのロゴマークというのが、家族みんなで手をつないでいるというようなロゴマー

クを使っています。 

  そしてもう一つ、遊びこそ子どもの仕事、子どもは遊びながら育つ。その子どもが遊ぶ

場に親が入っていくことが大切だという理念が掲げられています。このプレイセンターで

何をするかというと、親は子どもと一緒に遊びます。子どもにとって最初の最も重要な教

育者は親である。だからその親を育てる。でも、その親を育てるときに、単なるペーパー

のお勉強ではなくて一緒に遊ぶということです。そして父親参加も可能なプログラムをつ

くる。つまりローテーションを組んでいまして、１週間を午前と午後に分けて、行ける人

が行ける時間帯に行く。ですから、１週間に全部行ける人は全部参加しますが、１週間の

午前中だけというような参加の仕方もいい。子どもを預けて、親は別の活動をすることも

もちろん可能なんです。 
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  もう一つ、ここでいいなと思うのが、テファリキといいまして、全国共通の保育カリキ

ュラムを持っている。今申し上げたような親を育てるということも、テファリキという 50

年かかってつくられたカリキュラムがあります。このカリキュラムに基づいて検討してい

るということです。 

  これは、左上の方は先ほどと同じ室内ですが、下のところにいろいろな大人が写ってい

ます。鮮明でなくて恐縮ですが、この大人たちが実は親なんです。決して保育者ではない

んですね。ただ、手前にいらっしゃる、この白髪の白いお洋服を着ていらっしゃる女性が

チューター役でいらっしゃいます。右のところに、これはたまたまお訪ねしたときにパパ

がいたわけです。このお父さんはミュージシャンで音楽関係のお仕事をしていらして、水

曜日の午前中だけ来ているということです。この親たちは、自分の子どもと必ずしも遊ん

でいません。どの子と遊んでもいいわけです。私がインタビューしたときに「あなたのお

子さんはどこにいますか」と尋ねたら、「確かあっちの方で遊んでいると思う。今日は一

緒には来たけれども、その後は会っていない」というようなことを言いまして、我が子と

だけ遊ぶんではなくて、いろいろな子どもといろいろな大人が遊ぶ。その遊びをみんなで

評価し合うということです。またこれはお着替えごっこです。ニュージーランドでは大変

盛んな遊びですが、このこともやっております。 

  今日のタイトルとはちょっと関係はないと思いますが、このピンクのお洋服を着ている

のは、実は男の子なんですね。男の子がピンクのこういうコスチュームを身につける、こ

れをどうやって考えたらいいだろうか。男らしさ、女らしさにこだわらないでといっても、

ここまで男の子がピンクのお洋服を着て遊ぶと、一体どうしたらいいだろうかと戸惑うと

思いますが、これに関してもきちんとしたプログラムがあります。今日はそちらがテーマ

ではないので省かせていただきますが、チューター役の人が親とどういうふうに関わり、

子どもとどういうふうに関わるかというような、きちんとした話し合いのプログラムが設

けられています。 

  これが、先ほどからご紹介しておりますテファリキといって、マオリ語で「織物」とい

う意味です。左半分のところに織物のような図柄があると思いますが、これはどういう観

点からつくられたかというとボトムアップでして、メイさんという方とカーさんという方、

お２人が数年かけてニュージーランド全国の子育て支援関係者のもとを訪ね、どういうこ

とで悩み、どういうプログラムが欲しいかということを聞き集めた。ですからボトムアッ

プのテキストだと言っていいと思います。いろいろな民族、いろいろな考え方、いろいろ
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なライフスタイルの方々の要望や生活を織り込んでいるということで、こういう図柄がつ

けられているということです。 

  パワーポイントはここまでですので、ありがとうございました。 

  このニュージーランドのプレイセンターの中で、先ほど女性の社会参加を推進するとい

うことを申しましたが、具体的にこれはどういうことになっているかといいますと、親は、

このプレイセンターに来ていろいろな活動をいたします。プレイセンターの管理運営もも

ちろんその中に入っています。それから、子どもと遊ぶ。こうやって遊びながらお勉強し

たり、時にはフォーラムでいろいろなディベートをしたりというようなことをします。最

終的には大学の乳幼児教育課程を卒業したと同等の乳幼児保育者として、プレイセンター

のチューター役として活動できると聞いております。ニュージーランドにも、家庭の中で

孤独な子育てで育児不安などを強めている親は当然います。その親たちがこういうセンタ

ーに一歩出ることによって孤独から解放される。そして、みんなで子育てのことを分かち

合いながら自信をつけていく。子どもたちは、プレイセンターに来ると異年齢の子どもと

遊ぶわけですから、たとえひとりっ子であっても、センターに来ればいろいろな異年齢の

子どもと関われる。親はそうやって子どもと遊びながら、テファリキをもとに他の親やチ

ューターの方々と学び合って自信がついていく。家庭に帰ると、自信のついた親と一緒に

過ごすことができるので、子どもたちもハッピーになる。そして、最終的に親は地域のチ

ューター役として活躍できるという社会参加につなげていけるということです。 

  プレイセンター活動に関しては、日本でいうと文部科学省的なところと厚生労働省的な

ところと両方から助成金がおりています。つまり、親が学ぶ親育てというのは生涯学習と

して位置づけられ、文部科学省的なところから予算がおりています。また、子どもの快適

な保育環境整備ということでは厚生労働省的なところから予算がおりて、関係省庁が力を

合わせてバックアップしているという、これがニュージーランドの事例です。 

  もう一つ、カナダの事例、こちらの方はパワーポイントでご紹介する図がございません

ので口頭でご紹介いたしますが、カナダはリソース・センター活動というのを行っていま

す。これはレジュメの方をご覧いただければと思います。先般、こども未来財団のフォー

ラムに招かれて来日なさったパット・ファノンさんと親しくお話しする機会が得られたん

ですが、パット・ファノンさんは、まず言葉、キーワードが大事だと言います。つまり

「子育て支援」と言っている限りは、やはり限界があるだろうと。「家族支援」という言

葉に転換する必要があるというようなことを言われました。「子育て支援」と言っている
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限り、やはり子育てを主に担当するのはお母さんだからということで、母親だけがターゲ

ットになる。そうではなく、子育ての問題というのは地域のあり方が大切。あるいは家族

のあり方、家族のあり方も、さらに突っ込んで考えますと、就労がどういうふうに夫と妻

の間でシェアされているかという就労のあり方も含めて社会全体で考えなくてはいけない

ということで、「家族支援」という言葉でカナダは取り組んでいるということをお話しく

ださいました。 

  そのときに、基本的なキャッチコピー的なこと、Nobody's Perfect。これは先ほどのニ

ュージーランドで最初から立派な親はいないという考え方と全く同じです。Nobody's Perf

ect、最初から誰も完璧ではないんだ。これは子育て支援をする場合に、本当に「こんな親

が」と思うような親でも、最大限よいところを認めて、そこから育てていくことが必要だ

ということです。そして、私たちは絶対どんな親も見捨てないと断言しておられたことが

大変印象的でした。そして、No Excuse、言いわけ無用という、これは支援者側に向けられ

た言葉です。予算がないから、いろいろな考え方の方がいて一枚岩にならないとか、いろ

いろあるだろう。日本に来ていろいろヒアリングをファノンさんはなさったんですが、

「そうすると、カナダはできたかもしれないけれども、日本はいろいろ伝統的な問題、慣

習の問題があって…とかということを言うけれども、カナダはもっと大変だった。カナダ

は日本以上に多民族、多文化国家なんだ。何か合意を得るんでも大変なことだった。でも

あきらめずにやるんだ。No Excuse だ」というようなことは言われました。 

 具体的に何をやっているのかといいますと、先ほどニュージーランドのプレイセンター

に匹敵するものとしてドロップ・インというものを設けています。これは親が気軽に寄れ

るように、街角でふっと立ち寄れるような、そんな場所をたくさんつくっています。そし

て、そこでは Nobody's Perfect というプログラムがあって、いろいろな支援を受けること

ができる。 

  それからもう一つ、ドア・ノッキングということ。これは本当に支援が必要な親という

のは、実は出てこないというわけですね。出てこない親のところにこちらから出向いてい

く。何度でも出向いていって「困ったことはありませんか。私たちに手伝えることがあり

ませんか」ということでドア・ノッキングをする。このドア・ノッキングというのは、個

別訪問をすればドアを叩くけれども、例えば街角で埋まっているような人がいたら、そこ

に声をかけるというようなことで、個別にハート・ノッキングでもいいんじゃないかとい

うような、そんなことがこの間のフォーラムで話題になりました。 
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  こういう一連の動きを見ていって、翻って日本の子育て事情を考えていくときに、子育

て支援ということがようやく日の目を見て、いろいろ推進の方向に動いていることを私は

大変うれしく思います。しかし、先ほど北村委員さんが、建前と本音という形でメディア

の声をご紹介くださいましたが、同じことが子育て支援に関してもあるだろうと思います。

子育て支援を各地の自治体、行政が一生懸命やってくださっているかのように見えて、そ

の一方で、子育て支援というのは親を怠けさせるんではないだろうかとか、そんな声も依

然としてあるわけです。いろいろな子育て支援、一流保育をやろうとすると、本当に自分

の子育てを放棄して、ここにばかり預けに来るんじゃないだろうか、そういう親を増長さ

せてはいけないというような声を聞きます。そういう傾向がないとは私は決して言い切れ

ないとは思いますが、しかし、そういう冷たい目で見る前に、Nobody's Perfect と No Exc

use の理念をもとにもう一度原点に戻って子育て支援を家族支援として推進していかなく

てはならないのではないかというふうに思います。 

  以上、こんなところでございます。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ただいまのご報告をめぐって、ご質問がございましたら、とりあえずお出しください。 

 広田委員、どうぞ。 

○広田委員 最後のドア・ノッキングについて伺いたいんですが、どういうふうに対象が

選ばれるのかというのを聞きたいのですが。逆にニュージーランドの方のプレイセンター

では、センターをつくっても来ない家庭とか、そういうふうなものに対してはどういうふ

うにニュージーランドでは考えられているのか。 

○大日向協力者 カナダのリソース・センターというのは、どちらかというと貧しい家庭

や問題を抱えている人々を対象として出発した経緯があるようです。ですから、ドア・ノ

ッキングでも、いわゆる福祉関係の方々がそういうエリアをきちんと把握しておられて、

またいろいろな情報提供もあるようです。あそこの親がひきこもっているようだとか、何

とかした方がいいんじゃないかとか、そういう情報を得て数名で、１人、２人でドア・ノ

ッキングに行くというようなことのようです。 

 それから、プレイセンターの方は、先ほど私は大変よい方向のポジティブな理念をご紹

介いたしましたが、実は少し傾いているわけです。これはやはり親の負担が大きいわけで

すね。働く母親も増えていて、自分で保育をしないで、むしろ民間の保育所のようなとこ

ろに子どもを預けて働いた方が楽じゃないかということで減っているということもあると



 38 

聞きます。理念の火は絶やさないということではないかと思いますが、ただ、先ほどプレ

イセンターの位置などをご覧いただいてお分かりだと思いますが、それぞれの地区の一番

いいところに建物があるんですね。ですから、本当にふらっと出かけていきたくなるよう

なところにあって、立ち寄れるというようなことではないかなというふうに思っています。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 他にどなたかお手が挙がりますか。 

 どうぞ、松下委員。 

○松下委員 大変に興味深いお話をありがとうございました。カナダもニュージーランド

も多民族というか、移住の人がいたりするので、子育てだけじゃない、カナダならカナダ

の地に住みつくためのいろいろな教育のプログラムがあると聞いていますけれども、そう

いう多くの人が一緒に住まなければいけないような地域でこういうことが成功というか、

受け入れられる。日本では全体的にそうでないのかもしれないけれども、単一民族で伝統

が何とかとか言われているような国と、そのようなところの差というのは何かお感じにな

っていらっしゃいますでしょうか。 

○大日向協力者 ご指摘のとおりだと思います。Nobody's Perfect というプログラムがつ

い最近翻訳されまして、それなどを見ましても、本当に個別に細かい冊子で仕事編とか体

編とか父親編とかって細かく分かれていまして、そこに使われている挿絵などを見ますと、

見るからに多民族だって分かる挿絵が入っています。ですから、もともと必要性があった

ところにそういうプログラムなりセンター活動を呼びかければ、もちろん軋轢はあるけれ

ども、必要じゃないというような声はむしろ少ないだろう。だから、ある意味でやりやす

いということもあろうかと思います。 

 ただ、日本の場合、全く単一なのかといいますと、まず地域差があります。それから、

同じ地域でも世代間ギャップというのがあって、これが同じ時代を生きている人かと思え

ないくらいなところがあるんだろうと思います。各地で子育てアドバイザーさんとか子育

て支援者の方々が活動を始めてくださっているんですが、大体そういう方々は 40 代後半、

50 代、60 代の方々です。時には 70 代の方もおられます。そういう方々がせっかく善意で

若いお母さんのところに行くと、支援にならないんですよね。むしろ非常に葛藤、ギャッ

プの方が大きい。年配世代の方は、「全く今時のお母さんの言うことは分からない」と言

い、一方で若い方は「あんなことを言う人だったら来てくれない方がいい」というような、

そんな衝突もある。ですから、これも本当に異民族だと思った方がいいと思うような、そ
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んなことも日本だってあるんじゃないかというふうに思ったりはしております。 

○相原委員 少し今のと関わるのかもしれないですけれども、日本の場合、先ほどの孤独

な子育てというようなお話も出ていて、単一民族と言い切るわけにはいかないし、いろい

ろな方がいるということはあるんですけれども、一応類型としては割と同じ民族的なとこ

ろで、情報が過度にある分、逆に孤独が深くなるというような問題があるような気がちょ

っとしているんです。一方でニュージーランドとかカナダは、今おっしゃられたような、

例えばフランス語圏と英語圏とかがあったり、それからニュージーランドの民族的な言語

の問題とか情報の問題等、日本とはちょっと質が違うような気がするんです。そこら辺、

日本における孤独な女性の子育てにおける問題と、それからニュージーランド、カナダに

おける母親の抱えている問題の違いというのは何かございますか。ちょっと教えていただ

ければと思いました。 

○大日向協力者 ２つあると思うんですね。１つは、世代間で文化の伝承の仕方が日本は

断絶が深いように思います。フランスの調査をしたときにおもしろい話を聞きました。フ

ランスのお母さんたちに育児書や育児雑誌を読むかと聞きましたら、「あまり読んでいな

い」と答えた人が少なくありませんでした。買ってもほんのわずか数冊、一、二冊。その

育児雑誌、育児書はどういうふうに役に立ちましたかと聞いたら、フランス人特有の皮肉

っぽい言い方かもしれませんが、本箱の奥にしまうために読んだようなものだというよう

な言い方でした。なぜならここには平均値は書いてあるけれども、個別な私や私の子ども

に関して役に立つ情報はここからは得られないということがはっきり分かった。じゃ、ど

こから得られるのかというと、やはり私や私の夫を育ててくれた親から直接聞くことが一

番確かだと言う。ところが、一方日本の今の若いお母さんたちに話を聞くと、自分の親に

聞けないんですね。時代が違い過ぎるから参考にならないと言って、顔を知らない相手と

メールで交換をしていたりしています。 

  せんだって、ＮＨＫスペシャルで「叫び」という特集があったんですが、この３年間で

13 万通のメールのやりとりが、ＮＨＫが主催している子育てのホームページのフォーラム

にあったといいます。顔の見える方よりは、顔も見えないようなところの情報の方を信じ

たいとか、活字を信じたいというような傾向、これはやはり子育てだけじゃないと思いま

すが、文化の伝承ということが果たしてどういうふうになっているんだろうかということ

は、一つの大きな課題だと思います。 

 それから、もう一つは、パートナーシップが違うということ。これはいろいろな国、特
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に欧米と日本を比較してよく思うところです。パートナーシップ、具体的に言いますと父

親、夫の協力ということです。そういう意味で申しますと、すぐ父親の育児参加時間とい

うようなところで議論が展開するんですが、それももちろんすごく大事で、実際にやらな

くては分からない面というのは子育てにたくさんあると思います。しかし、実際にフラン

スなんかでは、ほとんど関わっていないお父さんたちもいるわけですね。南仏なんか、日

本以上に性別役割分担が強いところです。でも何が母親たちの支えとなっているかという

と、夫は私を１人の人間として、妻として、女性として認めてくれていると答えます。そ

の自信は物すごいものがあります。イギリスもそうです。ですから、求め合うパートナー

シップですね。逆に求め合う気持ちが強いから、求められない場合には破局も早いという

ことで離婚率も高いんですけれども、日本はあまり求め合わない。特に男性がその点に関

して大変無頓着でおられるという点が妻の孤独を強いているんではないかというふうに思

います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 どうぞ、杉山さん。 

○杉山委員 春奈ちゃん事件のこととも関連をしてくるんですけれども、専業主婦のお母

さんというのが、かなり育児の中でも暗闇というのか、そこにポンと陥ってしまうと抜け

出すのがなかなか大変という部分があるように思っています。それは、ここのニュージー

ランドの女性の社会参加の推進というところが日本ではまだいま一つというところにもつ

ながると思うんですが、ニュージーランドであったりカナダであったりという、他の国で

は、専業主婦から働く女性にいって、また戻るみたいな、そういう行き来というのが意外

に当たり前だったりというように、日本ほど全く別の世界というふうになっていないのか、

そのあたりってどうなんでしょうか。 

○大日向協力者 この点に関してニュージーランドは、女性の居場所は炉端にあるという

ところから始まっており、家庭の中に居場所を認めたというところから出発していますの

で、日本以上に専業主婦的状況を要求した時代は今から 100 年ぐらい前にあるんです。し

かし、子育てを通した社会参加ということは認めていた。だから、そこを非常にうまくメ

リットとして使ったんだと思いますね。子育て経験を何かの形で社会に還元していくとい

うことです。これは日本でも、ごく本当に一部ですが、いろいろな子育て経験を通して、

それを地域に活かして企業化するような動きも始まっていまして、日本でも全くそういう

動きがないとは言えないと思います。 
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  それから、もう一つのご指摘で、柔軟な仕事と家庭生活とのバランスということでは、

私は北欧がやはり参考になるだろうと思います。とりわけ今注目されているオランダのワ

ークシェアリングというのは、多様なライフスタイルを男女が共有し合うということです

から、家事や育児が必要な時期には仕事をセーブしたり、時には家庭に入る。でも、それ

が一段落すると、またもとに戻れるというような行き来を非常に柔軟にしています。それ

を可能にしたのは何かということは、同一価値労働だったら時間給を同じにするという差

別撤廃、フルタイマーとパートタイマーの差別をしないということと、もう一つ、年金、

社会保険の下支えをフルタイマーとパートタイマーで差別をつけなかった。ですから、男

性も必要に応じて時短に入れるわけですね。ここの問題がクリアされないで「お父さん、

育児に関わって」と幾ら言っても、かけ声でとまると思います。日本の現状では、うっか

り育児休業を取ったり時短をすると、それは即解雇とかに実際につながるケースだってな

くはない。そうすると、パートタイマーや解雇になると年金、保険が寸断されて、女性の

場合でも生涯年収は億単位で違っているという試算が出ています。これではシェアという

ことは難しいだろうというふうに思います。 

  最後に１つ、それに関連して、昨今の日本の子育て支援の中で私が危惧を抱いておりま

すのは、行政がお金を出してくださって子育てサロンとか、そういうものをつくってくだ

さっていること、それは大変ありがたいことだと思っています。でも、そこに母親を閉じ

込めていく。つまり、月火水木金、ずっと９時から５時までそこで１日過ごすお母さんた

ちが増えているという実態、これはやはり異常だと思うんです。そこに来ることによって

孤独から解放された母親が、子育て期にフルタイムで働けなんていうことは無理だという

ことは私もよく承知していますが、やはりもう一度何らかの形で、１日２時間でも３時間

でも社会と関われるような支援がまず必要でしょう。それから、子育て支援をしている

方々が、ほとんどボランティア的な待遇で支援をしている。これでは長続きしないという

ような声も聞きます。一方、プレイセンターなどはきちんとチューター役にして、労働と

して位置づけるような基盤をつくっていく。こういうような支援者の専門性を育てるとい

うことは、財政支援なくしてやはり無理だろうというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 他にお手が挙がりますか。よろしゅうございますか。 

 それでは、御三方のレポーターのそれぞれについてのご質問はここで打ち切らせていた

だきまして、御三方をめぐって、今日話題になりました事柄についてご討議いただきたい
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と思います。このような形でレポーターの話題提供を中心に討議するという仕方の会は今

日が最後になります。今まで出ておりましたいろいろな問題、見え隠れしておりましたテ

ーマなどももう一回洗い出しながら、今日のご報告と重ねてご討議いただければと思って

おります。樋口委員の提供してくださった話題、あるいは北村委員がお出しくださったメ

ディアとの問題、それから最後に大日向先生が具体的にご提供くださった、支援に関わる

情報などを通じていろいろなことをお考えでいらっしゃるかと思いますので、ご意見、ど

うぞご自由にお出しください。 

 どうぞ、広田さん。 

○広田委員 樋口先生に１つと、それからあと、残りのお２人に共通のもので質問したい

んです。 

 樋口先生の方の、これは非常にある意味で憂うつなご報告で、経済の冷徹な論理の中で

はなかなかどうにもならないみたいな気がするんですが、そういう中で何ができるのかと

いう点をどのようにお考えなのか聞きたい。 

 それから、他のお２人に共通で聞きたいのは、先ほどちょっとドア・ノッキングの話を

質問しましたが、要するにこちらから支援のニーズを掘り起こすようなことが、日本では

実際どういうふうな形で可能なのかということですね。北村さんの話で言うと、結婚して

すぐの若いパパがなかなか講座に来るかどうか分からないという話を最後されましたけれ

ども、そういう本当に問題を抱えているところに日本ではどういう可能性があるのかを聞

きたいということです。 

○本田座長 では、樋口委員から。 

○樋口座長代理 質問を受けて憂うつになっているんですが、１つは、やはりお２人のお

話を伺っても、本音と建前というのが、やはり日本社会は割と分離しているというか、か

け離れているなと。建前を議論するときは、多分一般論として、企業はこうあるべきだ、

あるいは社会、個々人はこうあるべきだ。まさにそのとおりだと思うんですね。それに反

対する人はあまりいない。ところが「じゃ、あなたは」と言われて、あなたのお子さんに

ついては塾はどうしますかみたいな話になってきたときには、今度は本音が出てくるわけ

で、そのときにはやはり損得というのは無視することができない。個別企業についても恐

らくそうだろうと思うんですね。業界全体としては、そういった子育て支援、あるいは家

族支援というものをやっていくべきだというふうに思いながらも、じゃ、あなたのところ

をやってくださいと言うと、うちじゃなくて他でやってよというのが必ず出てくる議論な
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んですね。 

 そういったときに、まず、例えばワークシェアリングを僕は促進したいというようなこ

とを前から言っておりまして、今、大日向先生がおっしゃった時間差別禁止の話、あるい

は均等待遇の問題といったのは、これは今、議論も審議会の方で詰めているところで、現

状の社会を考えると、やはりこれだけ労働需給が緩んでおりますとなかなか難しいという

面もありますが、そういったところからやっていくということが必要かなという感じがし

ますね。個々ばらばらの企業が率先してやってもらえれば、それにこしたことはないんで

すが、多くの企業がやはりそういうことを促進するということはコストのかかるものだ、

競争力を弱めるんだという認識が片方で強いんですね。その認識を逆に今度は、そういう

ことをすることが企業にとってもプラスになりますよというような、グッドプラクティス

というやつですか、そういったものを増やしていく。 

  例えばワークシェアリングについても、日本でも幾つかの企業で実際にやっているわけ

ですが、そういったところで、長い時間を働けないけれども短い時間でならば働きたい。

しかも非常に優秀な人たちというのが多いということも幾つか分かってきまして、そうい

う企業においては、そういう制度を取り入れることが、逆に企業の競争力を高めていると

いうようなことも指摘されるようになってきているわけですね。でありますので、そうい

う事例をやはり伝達していくというようなことも一つはできるのかなと。だから、必ずし

もコストだけじゃないんだという……。それができませんと、コストはかかるんだけれど

も我慢してやってよと言うと、やはりこういったものはなかなか長持ちしませんし、本格

的な力にはならないんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういう点かなと

思います。 

○本田座長 じゃ、お２人、先ほどの広田さんのご質問に対して。 

○大日向協力者 それでは先にということで、すみません。 

  子育て支援ニーズというのは非常に消極的というか、ネガティブなものと、積極的・ポ

ジティブなものと２つあると思うんですね。掘り起こすというふうには使われたんですが、

ちらちら見えているんではないかというような感じがするんですね。特に非常にネガティ

ブなものはちらちら見えているんです。一番それを把握しやすいのが保育園なんですね。

保育園の保育者の方々のお話を伺うと、今、どこの保育園も、どういうふうに対処してい

いか分からないような親や子どもの問題を抱えて苦しんでおられます。それもかなり深刻

な事例です。そういう事例をどういうふうにみんなで解決していったらいいかというよう
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なこと。もう一つ、保健所、それから健康センターみたいなところ、それから産院、この

３つにそれぞれの地域の問題が集まっています。まず産むところからいろいろな問題を抱

えていらっしゃる方々がいらっしゃいます。家族の問題、経済的な問題を抱えて産む。そ

の産むというところから助産婦さんたちがフォローし、そのケースを保健所や保育園につ

ないでいくネットワークが必要だと思います。 

 例えば、１つの事例としてご紹介させていただきたいのは、今、私の大学は東京都の多

摩市にあるんですが、多摩市で子育て支援を考えるネットワークの研究会を立ち上げて１

年弱になります。いろいろなことをやっているんですが、月に１回、今申し上げたような

各機関の人たちが集まって、多いときには 40～50 人、少ないときで 20 人ぐらい集まって

ケース研究などをしています。虐待事例だとかＤＶなどで苦しんでいる親や子どもを間近

に見ている保育園の先生や保健婦さんや産院の方々がケースを出します。１カ月１回、２

時間ぐらいのケース研究では問題は必ずしも解決されないんです。でも、そこでコミュニ

ケーションができる。顔がつなげるわけですね。今度こういう問題が起こったときは保健

所に行くからお願いねとか、そういうネットワークがつくれていく。それから、じゃ、私

たちの多摩市の中にはどういう資源を持っていて、どこの機関が何ができるかということ

を出し合って、本当に困っている親だけれども、困っているという自覚がなかったり、自

覚があっても訴えることができない親に対して支援をしていこうというようなネットワー

クを作ろうとしています。 

 それから、積極的なニーズということですが、今日のお話は、どちらかというと悩んだ

り苦しんでいる親、とりわけお母さんの話がメインになりましたが、一方で、ちょっと環

境条件が整うと、今、お母さんたちは物凄くパワフルなんですね。エンパワーメントしや

すいんです。これも１つの事例なんですが、上越市がそういうお母さんたちの声を発掘し

て、子育て支援ニーズというものを市全体で高めた事例があります。「子育てするなら上

越市」というようなキャッチコピーまでつくってしまったんですが、きっかけは、お母さ

んたちが集まって井戸端会議的なところで子どもを連れて話をしていた。そうすると、上

越市ですから雪が深い。「こういう時、行く場所がなくて困るわよね。だったら遊び場が

欲しいわ、集える場が欲しいわね」というところに、たまたま上越市がジャスコか何かの

跡地を何か有効利用したいというようなことを考えているという情報をキャッチするわけ

です。その子育てサロンのお母さんたちが、市の子ども福祉課の方に「私たち、こういう

のが欲しいんだけど」とかけ合うわけです。子ども福祉課の方は、市民のニーズを本当に
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積極的に聞くわけです。結局、最終的にはお母さんたちが図面まで引くわけです。ここま

で要求したら欲張りって言われるかしらなんて言いながら図面も引くけれども、行政が最

大限それを受けてくれる。そういったお母さんたちの持っているいろいろな力を地域、行

政がうまく活用していく、これも子育てニーズをうまい形で掘り起こしていくというよう

な一つの先行事例ではないかというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 北村さん、何か。 

○北村委員 子育てニーズの話になると、必ず父親というか亭主が置き去りになって、母

親と行政とか地域というのがマッチングするという気持ちが私にはあるんですね。「うち

のお母ちゃん、何か地域で活動して、子育てもそこそこやっとるわい」という形になって

しまうというのは非常に残念な気がするし、無責任だという気持ちが私にはあります。夫

婦の間で、大体子育てに関して妻の方が「いいわ、私が黙って引き受ければ」あるいは

「私しかやる人がいないじゃないの」ということからいろいろな欲求不満が出てきて、例

えば春奈ちゃん事件の夫の側からの働きかけがないという欲求不満がああいう形になる。

それは一面かもしれませんが、そういった要素がある。 

 なぜ夫婦間で母親というか、妻がニーズを言語化できないかということを考えますと、

やはりこれは経済力アンバランスに起因するというのが私の実感であります。新聞の投書

欄なんかに寄せられてくる、例えば極端な場合、ＤＶで親子で殺されそうになっても、で

も行くところがない。あるいは「ちょっとそこのおむつを洗ってよ」という一言がどうし

ても言えない。どうしてかというと、私は養われている人だからという認識というのは、

若いカップルでも意外に強いんですね。そう考えると、私は、妻のアサーティブネスとい

うんですかね、問題を言語化する力というのを各家庭で持つということは非常に大事だと

思っています。そして、そのためにはどうするかといったら、やはり樋口先生のところに

戻っちゃうんですが、妻といいますか、女性の雇用、家庭と両立できるような雇用、ある

いは夫の方が一旦戻って一旦出ていうことができるというシステムで、雇用の場に戻って

いくという気持ちがすごくあります。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 他にどうぞ。 

○相原委員 先ほど本音と建前のことをちらっと申し上げて、それから今、樋口先生から

もお話があったんですけれども、正直なところを申し上げますと、私の事務所でも採用し



 46 

ようとしたときに、小さい事務所なのに 200 人ぐらいの人が応募してきたんです。そのと

きにやはり中途採用の人をどうしても優先して、ちゃんと電話をすぐとれて話ができる人、

相手の言うことをちゃんと聞き取ることができる人、不愉快な感じを与えずにできる人。

そうしますと、結局人間関係と、それからいわゆる技術ですよね。この２つというのが多

分雇用のときにはどうしても条件の最先端に出てきてしまう。あと、それからもっと本当

に露骨なことを言いますと、男性の弁護士が多い法律事務所なんていうのは、見栄えがよ

くて若い人という、そういうことすら出てくるようなのが本当の社会の現実的なところだ

ったりするんです。 

  若い子どもたちに一体どこでどういうふうに――仕事に対するしつけとかいう話もちょ

っと先ほどから出てくるんですが、私の意見としては、今、もう一度戻って、この前徒弟

制度の話も出たかと思うんですけれども、１つの企業とかではなくて、腕に職をつけると

か、そういう職人とかということを見直す。自分の能力だとか出世とかじゃなくて、それ

こそ本音の部分で、自分の生き方として、もう少し個々人が自分を自己実現できるという

ような教育みたいなもの、それを学校教育ないし家庭教育なんかにおいても、本音と建前

はやはりあるとはいうものの、リンクさせていくというのが必要なのではないか。本音と

建前が違うとかいうよりは、やはりどこかそういうのが生きていくからには自分らしく、

自分がやっている仕事を好きになれるという仕事がやはり本当だよということは、これは

誰にだって言えるんじゃないかなという気が私はするんですね。 

 じゃ、そうするとしつけについての話がまた出てきて、広田先生の家庭のしつけの問題

も、ちょっと今頭に思い浮かべるんですけれども、徒弟制度の話だったり、ここでの委員

会の話の中で、樋口先生はそこら辺の教育、それからしつけとかに関して、しつこいよう

で恐縮なんですけれども、お考えがあればもう一度お聞かせいただければと思って、お願

いいたします。 

○樋口座長代理 すごく難しい問題で、これも我が身に返ってということではとても言え

ない話で、一般論で言うしかないのかなというふうに思うんですが、１つは徒弟制度につ

いての話です。現に幾つかの市町村で、既に町興しという形で起こっているところがある

かと思います。私が知っているのは山形県のある市でありますが、そこでは大きな電気メ

ーカーが 80 年代に進出して雇用を大分つくりました。ところが海外進出というようなこと

で、子会社の方なんですが、逆にそこを閉めて海外進出していく。そこで大分人が排出さ

れまして、失業者が大量に出ている。今後を考えたときに、公共事業もないだろう。そう
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かといって、今のような電気メーカーに代表される大規模な人を雇ってくれるような企業

というのも、とても外部から誘致してくることは難しい。そうなってくると、やはり町の

内部から興していくしか結局ないんじゃないかというような意見が非常に強まったんです

ね。彼らの言葉を使えば、外から来た者というのは、来てくれてありがたかったけれども、

やはり逃げ足も速いねというような話をするわけですね。 

 そういった視点から、町興しの一つとして何をやろうかというようなことで、まず最初

に考えられるのは商店街とかなんとかということになるんですが、そういったことの取り

組みと同時に、やはり人材が基本的だというような視点に立って、何とか塾というような

塾を、商工会議所であるとかそういったところでスタートする。市がそれをサポートして

いきますというようなことで、これは市が直営するんじゃなくて、民間の方のそういった

声を聞いていこうというようなことから始まっているんですね。やはり教育問題、特に能

力開発についてはニーズがないと、どんなに能力開発しても、それが就職にマッチしてい

かないというようなことがありますから、そのニーズを誰が一番よく知っているかという

と、やはり民間だろうというようなことからそういうものを始めているところがあります。

それを勉強して、幾つかのところがまた真似ようというようなことが始まっているかと思

います。 

 今度はしつけの方ですが、しつけの方については、これはやはり親がやるというのが私

は基本的な問題ではないかなと。社会というようなこともあると思いますが、第一にやは

りしつけをしていくというのは親ですし、親の自分たちの行動が子どもに反映していると

いう面が非常に強いわけでありますから、ここのところは家庭の責任というのも当然出て

くるんじゃないかなというふうに思います。 

 そこで考えてきたときに、家庭の役割と、それと地域の役割、あるいは企業の役割、さ

らには行政の役割、行政も自治体と国の役割というようなことがあったときに、大日向先

生のサンプルというのは非常に僕は感激したんですが、幾つかのアングロサクソン系の国

においては、割とこういう家族政策っていうものに、家族に対して国とか行政が介入すべ

きじゃないという考え方がかつては強かったわけですね。具体的な例が、アメリカにしろ

イギリスにしろ、出産休暇について法律がなかった。少なくとも連邦法としてはなくて、 

92 年にクリントン政権のもとでそういったものが用意されていくとか、ヒラリーが言った

のかどうか分かりませんが、そういうようなものができてくる。徐々に国といいますか、

社会として子どもを育てていく環境が必要だというようなことが出てくるわけですが、日
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本の社会というのはどうなんだろうかなと。今、啓蒙的なステップに入った段階なのか、

もう実行段階に入ってきている段階で、私は行政も当然家族生活まで含めてサポートして

いくべき、対策を打つべきだというふうに思っていますが、そうじゃない考え方を持って

いる人も中にはまだいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っておりまして、子ども

は俺の子どもなんだ、社会が何か言ってもというようなところも本音として出す人もいる

わけですね。そこのところをどういうふうに考えるのかなというのは、今日投げかけられ

た疑問です。 

○後藤委員 すみません。全部の報告が終わった後に伺ったので、もしかしたらとても的

外れなことを伺うんじゃないかと思って恐れるんですが、ただ、レジュメをずっと見せて

いただいて、今の議論とかを聞かせていただいた範囲で、ちょっと２点ほど。 

 １つは、大日向先生のレジュメだけなんですが、言及されたとしたら大変申しわけない

です。子育て支援というときに、子どもの意思とか子どものニーズとか、子育てニーズと

子どものニーズってどこまで一緒なんだろうというふうに思っているんですね。先ほど私

がここに入ってきたとき以降のお話ですと、例えばお母さんたちをエンパワーしよう。私

がいろいろ経験している中で、例えば少年の非行の問題だと、子どもの育ち方と親の育て

方のミスマッチというのがかなり見られるように思うんですね。そのときにお母さんをエ

ンパワーすることが必要だということがもちろんあるんですが、それが子どもの育ちのニ

ーズとどのぐらい関係があるものかなというのを、もし伺わせていただければというのが

１つ。 

 あと２番目は、北村さんのレジュメで見ただけで申しわけないんですが、一番最初の書

けないことが多いというのは私もすごく思っていまして、例えば児童虐待の家庭に関して、

そんなに一般化していいのかというのは常に思います。新聞に載ると、どうしても一般化、

抽象化してしまうということになってしまいまして、そうすると、どういう政策を立てた

らいいのかというターゲットがすごく曖昧になってしまう可能性というのがある。それは

もちろん両面あって、そういうターゲットにすること自体も問題だということになるんで

すが、特にアメリカなどを見てみますと、例えば少年の非行があったときに、町が映ると

か少年の周りが映ると、いいか悪いかは別として、人種的な問題とか階層的な問題とかが

ある程度読み取れる。日本の場合というのは、なかなかそこに階層差みたいなものとか問

題の深刻さみたいなものというのは読み取れない。じゃ、それをどういう形で一般化せず

に、だけれども別にそれをスケープゴートにするわけではなくて、有効な施策につなげて
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いけるのか。そういう工夫というのが多分メディアにも必要だと思います。もしおっしゃ

っていたら申しわけないんですが、その点について何かいい方法をお聞かせいただければ

と思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 それでは、大日向さん。 

○大日向協力者 後藤先生のご指摘はもっともでして、子どもの視点をなくした親育て支

援ということはあり得ないだろうと思います。子育ての基本は、子どもが自立してすこや

かに生きていけるために親、家庭、周囲が何をできるかということ。これは言うまでもな

く大前提だと思います。しかし、余裕がないために、親の側がそういう視点を持てない現

状があるということについて話をさせていただきました。 

 今、そういう視点が必要だということは、一部では随分共通認識となっておりまして、

例えば９月に日本こどもＮＰＯセンターというのが立ち上がりました。これは各地にある

子ども関係のＮＰＯの、ある種総合的なことをしようという日本こどもＮＰＯセンターで

すが、このセンター活動は子育て・子育ち、親育て・親育ちを支援しようということです。

ですから、子どもも育てられていくと同時に自分で育っていく力、親が育てられると同時

に親として育っていく力、子どもに対しても親に対しても両方これを認めるという視点は

ご指摘のとおりだと思います。 

○北村委員 先ほど、「母親の男」による犯罪というのが非常に突出しているという話を

申し上げました。そういう悲劇を避けるための方法として私が考えているのは、どうせ若

いカップルで起きている惨事ですから、予防的ケアとして、10 代の思春期以降、カップル

をつくっていくということについて、もっと社会的なオープンなトレーニングがあっては

いいんではないかということが１つ。それから、そういうカップルができちゃった後につ

いては、これもやはり「あそこは連れ子なんだよ」みたいな社会的雰囲気を払拭するため

にも、新しいパパになるためのハウツーレッスンみたいな、そういったようなオープンに

話し合える雰囲気と、それからメソッドがあってほしいなというのが私の考えです。 

 おっしゃるように、あまりにジェネラライズされると何を言っているか分からないみた

いなことになるわけで、ある程度ターゲットを絞るという作業は、私は人権にすごく配慮

した上でやって然るべきではないかと個人的には思っています。その家庭に対する差別に

結びつくという言い方もあるけれども、子どもが死んじゃったらどうするんだというとこ

ろに立てば、それは社会的にもある程度認められるんではないかというのが私の個人的な
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考えです。 

○後藤委員 やはり人権に配慮するということについては、多分ジェネラライズすること、

一般化することによって、他の家庭の人権の侵害にもなると思うんですね。すべてそうい

う家庭にこういうことが起こるんだという形で、二次的ではあれ、そのターゲットにしな

いことによる、全部の家庭がそういう家庭であるというような形の非難というのもあり得

るかと思うので、そういう逆の視点というのも考える必要があるのかなというふうに思い

ます。 

○北村委員 そうですね。ご指摘のとおりで、例えば「母子家庭」という言い方も今、

我々は躊躇するところがあるわけで、「片親家庭」なんていうのはもう絶対いけないみた

いな。それは我々が、用語とそれが喚起するイメージというものについて、やはりしょっ

ちゅうトレーニングしなくちゃいけないことだなというふうには思っております。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 いつも私は時計ばかり見ていなければならない役柄でございますけれども、時間が来て

おります。ただ、今日お声のなかった方、お２方ほどいらっしゃいますので、何かご発言

いただきましたらおしまいにしたいと思います。 

 前田先生、どうぞ。 

○前田委員 北村さんの「メディアに現れる少年問題」ということで何点か申し上げたい

と思います。 

 マスコミで書けないことが多いということを書いてありますけれども、学校側は言えな

いことが多いということで、例えば少年事件とかいろいろなのが、特に中学生の場合に事

件を起こしますと、自殺とかホームレスの殺人とか、学校外部抗争とか暴力行為、拳銃の

事件もありましたね。そうすると、必ずと言っていいほど教育委員会から校長のコメント

が出るんですけれども、コメントでは「校内ではごく普通で、まじめでおとなしい、今ま

で問題のなかった生徒が起こして大変遺憾に思います。二度とこのような事件が起こらな

いよう、学校、家庭、地域と連携を持って、十分に配慮した教育活動を推進してまいりた

い」というのは、これは建前なんですよね。今までまじめでごく普通でというのは、何を

もってまじめでごく普通かということなんですけれども、今まで問題行動がなかったとい

うのは警察に捕まっていないだけであって、校内では荒れているわけなんです。さっきも

北村さんがおっしゃったように、実はこのＡ君はＬＤで片親家庭でということを一言でも

言ってしまうと、これは人権問題だということになってしまいますし、なぜそういうのを



 51 

知らなかったとか云々ということになってしまうわけですよね。 

 少年院の実態をお話しされましたけれども、これは少年院だけではなくて、実学校、教

護院、鑑別所、そういうところに行くのは、この並べてあるＬＤ、ＡＤＨＤとか、ほぼこ

れです。ＬＤについても、学校にはカウンセラーが入っています。教員もＬＤの状況とい

うのは勉強してきていますから、今までどうしてこの子は暗記ができないんだろう、何が

できないんだろうと一つ一つやってくると、なるほどということで、実際に数字はこれか

ら増えてくると思います。これは間違いなく増えてきます。それは、多いとかじゃなくて、

それだけ学校で勉強し、こうやって一人一人を見ていくと「なるほどな。これはＬＤか

な」というふうに分かってくるということで増えるということです。 

 そういうことで、ごく普通の子がやるということじゃなくて、問題行動に対して、ぜひ

私はマスコミで本音を語るような、そこまで突っ込まないでいただきたい。いい記事を載

っけていただきたい。それから、マスコミが来ると後追い記事が大変だということも実際

問題です。マスコミが来ても、下請会社のマスコミも多いですから、そういう方にお断り

すると「拒否した」というようなことで来ますけれども、そうではないということで、や

はり学校の教育問題は、職務上の秘密とか個人のプライバシーとか人権問題があるので本

音では言えないということを、ぜひ皆さん方にご理解いただきたいというように思います。 

 以上です。 

○本田座長 網野先生、いかがでございましょう。 

○網野委員 ちょっと幾つか質問と意見ということを思ったんですけれども、もう時間が

ありませんので、特に１つ確かめさせていただきたい。やはり労働市場、企業と、それか

らそれぞれの家庭の生活、親子関係、それから子どもの育ちとか、そういうことで言いま

すと、やはり父親の役割というのは３人の先生がもう共通に指摘されている部分だと思う

んです。その中で、やはり生涯学習という言葉がかなり定着はしてきたんですが、これは

家庭教育、これは学校教育ということよりも、人が生きていく上での力とか人間関係とか、

生きることの学習といいますか、そういう基本をしっかり学ぶことが必要。また、これは

マスコミも関係するんでしょうが、そこに社会的なコンセンサスというか共通の基盤で、

学校の先生になる人も、企業の管理職になる人も、それなりにどこかできちんと教育を受

けたり学習できるような、そういうものに社会とか国、地方自治体も関わっていくよう、

少し努力した方がいいのではないかと思うんですね。 

 そういう点では、先ほど１つ樋口先生が例に挙げられた、今後ますます企業の競争原理
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が働くと、人件費を削減する、それから優秀な人材を確保する、この２つをもっと進めて

いくだろうというお話の中の優秀な人材ということでは、自分たちにとって優秀だと思え

る有効な労働者、職員として女性を採用する、それから継続して働いてもらいたいという

思いを強くするというときに、いろいろ出ていました育児休業とか短時間勤務とか、それ

から不公平是正とか、そういうふうなことが間違いなく必要だと思うんです。先ほどの先

生のお話では、これから果たしてこの勢いが続くかどうかというふうなお話がありました

が、むしろその部分にも将来ビジョンとして、男性はどうなんだろうか。先ほど大日向先

生がオランダの例を挙げられましたが、例えば 1.5 所得というんでしょうか、要するに、

夫婦でもワークシェアリングをする、それから、同じ仕事だったら同じ所得をという形で

進めていけば、やはり家庭を大切にする親たちが本当に成長する機会になると思うんです

ね。 

  そういう意味では、今後競争力の向上とかいった場合に、男性にとって働きやすい環境

づくり、具体的に言えば少子化対策プラスワンでしょうか、ああいうことが本当に男たち

がそう感じる環境づくりとなるよう、これはやはり私は生涯学習の一環として、例えば大

学もそうですし、専門学校もそうですし、企業もそうですし、一部公費を入れてもいいで

すから、何か人間の基礎の部分の研究ということで、このためには仕事を休んでもいいと

か、少し時間をとってもいいとかいうことにして、その中に子育てとか親育てとか親育ち

ということを入れていき、何か義務的に行ってもおもしろくないですから、また行きたい

ねというふうなところ、非常に努力しているところにどんどん助成していけば、それが行

くことを義務づけることになる。これは樋口先生の専門の分野なんでしょうが、ＩＬＯの

156 号条約ですか。家族的責任ということも必然的に自覚してもらえるいい機会だと思い

ます。 

  そういう意味では、家庭はどうしよう、地域はどうしよう、企業はどうしよう、あるい

は学校はどうしようというふうなのを共通に視野に押さえた何か、これは政策でもいいで

ょうし、社会的なモチベーションを高める活動でもいいでしょう。どうもそういうふうな

ことをすることによって、少し本音を建前に近づけられる、あるいは理想に近づけられる

部分というのはあるかと思うんです。特に優秀な人材を確保するということで、男性がそ

のような育児休業をしやすいとかなんとかということは、実質上あまり有効でないんでし

ょうか。 

○樋口座長代理  どうもありがとうございました。 



 53 

  １点目はリカレント教育というか、先生も含めて教育をというようなことのご指摘だっ

たと思うんですが、実は私もそれはすごく重要だというふうに思っています。高校を幾つ

かのタイプに分けられると思うんですが、１つは卒業生が全員大学へ進学する学校、２番

目は全員が就職する学校、そしてその中間に、フィフティー・フィフティーで大学進学す

るのと就職。どういった学校の卒業生が離職率が高いか、低いかというような研究がある

んですね。これを見ますと、大学に全員行く、これはちょっとサンプルから外しますが、

２つの中で、中途半端にフィフティー・フィフティーで大学へ行ったり、あるいは就職す

るといったものについては離職率が非常に高いというのが出ているんです。その一方、ほ

とんどが高校を卒業して就職するという学校については離職率が低い。これはいろいろな

ところを調査しても、どうもそうらしい。 

  これは私がやっているんじゃなくて別の研究者の方がやっているものなんですが、そこ

から何がインプリケーションとして導けるのかというと、就職ガイダンスを行ってくる就

職担当の先生のアドバイスというのがかなりきくということなんですね。全員が就職する

というところは、やはりそれなりのプロの先生がいらっしゃって適切なアドバイスをし、

また、ふだんからそういった職業意識についての開拓みたいなことをやっていくというよ

うなところがあって、それがどうも有効にきく。今度、キャリアカウセンラーシステムと

かキャリアコンサルタントといったものについて、それを企業とか、あるいはハローワー

クであるとか有料職業紹介といったところで取り入れたらという、その資格制度みたいな

ものができるんですが、高校の先生、大学の先生にも、プロのカウンセラーの人たちにや

はり入ってもらっていくということが必要になるんじゃないでしょうか。今、たまたま３

年生の担任のどなたかが担当するというようなことになっているようなところがあって、

どこまでプロフェッショナルなアドバイスができるのかというと疑問であるということも

ありますので、そういったものとリカレント教育をつないだらどうだろう。 

  もう一つのファミリー・フレンドリーというのが、男性のいい人材を確保する手段とし

て使えないかというようなことでありますが、私もそうなってほしいと思うんですね。今

のところ、残業というのは企業の問題だというようなことがしばしば言われるんです。企

業の問題が強いということは間違いないんですが、同時に、そこで働いている人たちの意

識というのがやはり相当に影響していて、残業を長くしたら、こういう企業では勤めたく

ないよとみんなが思うようになってくれば、当然そういったところは競争力が落ちてしま

いますから、そういう長い残業時間を課すわけにはいかない。 
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  私は、カリフォルニアに住んでいたときに、シリコンバレーなんですが、あそこは競争

力が物凄い厳しい中で、労働時間については非常にフレックスな企業が多いんですね。社

長インタビューをしたときに「何でだ。シリコンバレーのような競争が激しいところでは、

長い時間働いてもらった方がいいんじゃないか」と言ったら、「それじゃいい人材が集ま

らない」と言うんですよ。いい人材を集める上では、どうしても労働時間のフレキシビリ

ティーとかいうことをやる。それがゆえに、私の隣に住んでいた人でＳＥなんですが、朝

の５時から働くわけですね。それで１時、２時にはもう仕事が終わって、子どもを迎えに

行く。お母さんの方が朝送っていって、そして今度は逆に夕方まで働くというような、そ

ういうシステムを企業の方が用意していかないと、いい人材が集まらない。これはむしろ

企業の競争力――企業は冷たいですから競争原理というようなことがきいてくると思うん

ですが、働く人たち、あるいは国民の意識の方がそういったものを誘導している可能性が

あって、そういったものを促進する上では、やはり就業時間がフレキシブルだということ

に価値を見出せるような人たちになっていかないと難しいだろうなということだと思いま

す。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 今日は、労働市場の問題とか、あるいは本音を語らないマスコミの問題とか、ちょっと

どうしようもないような難しい問題がたくさん出てきたところに、最後に少し前向きなご

提言が出てきてよかったかなと思います。ご異論がございますとまた紛糾いたしますので、

ちょうど時間も押しておりますから、このあたりでおしまいにさせていただきます。 

 そして、次が年明けになりまして、１月 16 日。これは皆様のお時間のご都合その他で 1

7 時から 19 時まで、ちょっと夜のお集まりになります。今、起草委員会が少し案のたたき

台をつくっておりますので、ここではそれをもとにいたしまして報告の取りまとめに向け

た議論をしていただきますが、それと同時に、少しお時間をとりまして、ここの調整機関

である内閣府の役割について、改めて簡単なご説明をいただくことにしております。と申

しますのは、ここにお集まりの委員の方たちは厚労省の委員をなさったり文科省の委員を

なさったり、それぞれのお立場でいろいろと似たようなことをしておいでの方が多いわけ

です。今回は内閣府の懇談会であるということで、内閣府というところが一体どういう役

割を持っているのか、したがって、私どもがどのようなまとめを要求されているのかとい

うことをちょっと自覚する意味もございまして、内閣府の方からお話をいただく時間をち

ょっととらせていただくことになろうかと思います。 
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 それでは、今日は大分時間が遅くなってしまいましたけれども、活発なご議論ありがと

うございました。 

  皆様、どうぞよいお年をお迎えください。 

                             午後 ５時４４分閉会 


