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○齋藤官房審議官 それでは、若干遅れておられる先生もいらっしゃるようですけれども、

定刻でございますので、これから始めさせていただきます。 
 ただいまから上川大臣コンファレンス「家族・地域のきずなの再生」についての有識者

会議を開催いたします。 
 開催に当たりまして、上川内閣府特命担当大臣からごあいさつ申し上げるべきところで

すが、本日、閣議の関係で遅れて参加させていただきます。柴田政策統括官より大臣あい

さつを代読させていただきます。 
 では、柴田政策統括官、お願い申し上げます。 
○柴田政策統括官 内閣府の共生社会政策担当の政策統括官であります柴田でございます。

おはようございます。今日はありがとうございます。 
 今お話がございましたように、上川大臣は他の公務のために後ほど参りますので、私か

ら大臣のごあいさつを代読させていただきます。 
 「家族・地域のきずなの再生」についての有識者会議の開会に当たり、一言ごあいさつ

を申し上げます。 
 皆様には御多用の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。 
 少子化対策を進める上において、昨年６月にまとめられた「新しい少子化対策について」

や、本年６月にまとめられた「子どもと家族を応援する日本重点戦略会議」の中間報告に

おいて、家族を支える地域の力が国民の意識の中や社会の中で再認識されること等の必要

性がうたわれ、また、その手段として「家族・地域のきずなの再生」についての国民運動

を展開することの重要性が指摘されております。 
 こうした指摘を踏まえまして、今年度から毎年 11 月第３日曜日を「家族の日」、また、
この日を挟んだ前後各１週間を「家族の週間」と定めて、「家族・地域のきずなを再生する

国民運動」を実施していくことといたしました。 
 最近では離婚、児童虐待の増加や近所付き合いの減少等により、家族や地域のきずなが

弱まっているのではないかと言われる今、改めて家族の大切さや、地域の触れ合いの機会

の必要性が多くの国民に再認識されるようになってまいりました。 
 家族にはさまざまな形があり、家族や地域についても国民一人一人によって受け止め方

は違うものですけれども、本日の会議はこうした国民の声を踏まえ、関係する各分野、家

族・地域、ひいては国民の健康づくり、また、働き方の見直しや家族・地域の教育力など

について専門的に深い御見識をお持ちの皆様から、学問的な知見や取り組み事例などを伺

い、それらを広く情報発信することにより、国民一人一人が家族や地域のきずなに思いを

致し、家族・地域のきずなの再生、更にはその新たな創造に向け、それぞれの立場で主体

的に取り組んでいくことを期して開催するものであります。 
 本日は限られた時間ではありますが、どうぞ忌憚のない御意見やお考えをお述べいただ

きますようお願い申し上げまして、冒頭のあいさつといたします。 
 以上でございます。 
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○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 本日の司会進行を務めさせていただきます、私、内閣府大臣官房審議官の齋藤でござい

ます。よろしくお願い申し上げます。 
 初めに、配付資料について簡単に御確認をお願いいたします。特に説明の中心となりま

すのは「政府の少子化対策について」という資料１。 
 資料２といたしまして、今回の「家族・地域のきずなの再生」についての有識者会議と

いうことで、７名の御専門の方に子どもと家族にかかわる医学、教育学、心理学などのそ

れぞれの専門的知見に基づく御提言をレジュメの形でお寄せいただいております。 
 うち、本日、桃井先生は御欠席の予定でございます。 
 また、これから家族・地域のきずなの再生に密接に関連いたしますワーク・ライフ・バ

ランスの推進官民トップ会議あるいは子どもと家族を応援する日本重点戦略検討会議の地

域・家族の再生分科会、それから、新健康フロンティア戦略賢人会議、更には食育推進会

議の関係の皆様にも御出席いただいて、後ほど御意見を賜る予定でございます。 
 それでは、早速議事に入ります。 
 まず、初めに、内閣府の柴田政策統括官から現在の政府の取組の現状と、なかんずく国

民運動に向けての検討状況などを御報告申し上げます。 
 それでは、柴田政策統括官、よろしくお願いいたします。 
○柴田政策統括官 お手元に「政府の少子化対策について」という資料がございますので、

これでかいつまんで説明を申し上げたいと思います。 
 １ページをごらんいただきたいと思います。少子化対策は皆さん既に御承知のことと思

いますので、余り詳しいことは申し上げませんが、平成元年に 1.57ショックということで、
昭和 41年の丙午を更に下回る出生率になったということで、少子化の傾向が注目を集める
ということで、その後政府はエンゼルプランあるいは新エンゼルプラン、そして、平成 13
年には待機児童ゼロ作戦などを中身とする仕事と子育ての両立支援等の方針ということが

決められました。 
 政府の方針はどういうところで決まったかというのをそれぞれの箱の右上に書いてあり

ますけれども、最初のうちは関係大臣の合意だったんですが、平成 13年の仕事と子育ての
両立支援等の方針が閣議決定、その後、国会の意思として少子化社会対策基本法が平成 15
年にできたと。これに基づいて少子化社会対策大綱をつくるということで、この辺から国

全体、国会も政府も一体となって少子化社会対策に取り組むんだというような姿勢が出て

きたということでございます。そして、今日に至っているという、大きな流れはこんなと

ところでございます。 
 ２ページは、今申し上げました少子化社会対策大綱、これは基本法に基づいてつくられ

たもので、平成 16年に閣議決定をされております。下には実施計画として子ども・子育て
応援プランというのがありますけれども、この少子化社会対策大綱で、今日のテーマにか

かわるところについて申し上げますと、左側の箱に「３つの視点」というのがあります。
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自立への希望と力、不安と障壁の除去、子育ての新たな支え合いと連帯ということですが、

そこに家庭において夫婦が子育ての喜びを共有することで、親から子へ子育ての喜びや楽

しさが伝えられることにつながる。学校教育や地域社会などさまざまな社会とのかかわり

の中で、子育ての楽しさを実感し、自らの生命を次代に伝えて育んでいくことや、家庭を

築くことの大切さの理解を深めることが求められている、このような記述がされていると

いうことでございます。 
 ３ページをごらんいただきますと、昨年６月でありますけれども、なかなか歯止めが掛

からない少子化ということに何とか歯止めを掛けたいということもあって、新しい少子化

対策というものが取りまとめられました。その中で、新たな少子化対策の視点ということ

で、「(１)社会全体の意識改革」、子どもの誕生を祝福し、子どもを慈しみ、守り育てること
は社会の基本的な責任。国、地方公共団体、企業、地域社会などが連携のもとで社会全体

の意識改革に取り組むということ。 
 「(２)子どもと家族を大切にするという視点にたった施策の拡充」ということで、子育て
は一義的には家族の責任であるけれども、子育て家庭を国、地方公共団体、企業、地域な

ど社会全体で支援するというようなことが述べられているということでございます。 
 ４ページをごらんいただきますと、下の緑色の箱に「国民運動の推進」とありまして、

そこで「(１)家族・地域の絆を再生する国民運動」、そこで家族の日や家族の週間を制定す
る、あるいはこのきずなに関する国、地方公共団体による行事を開催する。あるいは働き

方の見直しについての労使の意識改革を促す国民運動をするというようなことが述べられ

ています。 
 「(２)社会全体で子どもや生命を大切にする運動」ということで、マタニティマークの広
報とか、あるいは生命や家族の大切さについての理解の促進、このようなことが述べられ

ております。 
 ５ページをごらんいただきますと、こういうことを踏まえまして平成 19年度、今年度の
予算でありますが、(４)を見ていただきますと「少子化社会対策の総合的な推進」というこ
とで、家族・地域のきずなを再生する国民運動を展開する等の予算が計上されているとい

うことであります。 
 ６ページをごらんいただきますと、家族・地域のきずなを再生する国民運動ということ

でありますが、先ほど大臣のごあいさつを申し上げましたけれども、家族の日が 11月の第
３日曜日、11月 18日に決められております。家族の週間はその前後１週間ということで、
その時期を中心として各種行事をやるということでございます。 
 では、行事というのはどんなことを考えているかというと、今日皆様方からいろいろと

発信をしていただくという意味での専門家の会合、今日を皮切りにいたしまして、11月 18
日の家族の日に、まず富山県で大会をするということでありますが、以後、茨城、静岡、

高知で地方の大会も開催するということで、国、地方でこういう大会を進めていくという

ことがございます。 
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 広報・啓発ということで、一つは子どもから大人までを対象に、家族・地域のきずなに

関する標語とか、手紙・メールの募集と表彰あるいは広報活動。 
 一番右を見ていただきますと、そういう地域の取り組み事例に関する情報収集あるいは

提供というものも積極的にしていこうということが、この国民運動の大きな中身でござい

ます。 
 ７ページでございますが、これと並行していくんですけれども、官民一体子育て支援推

進運動ということでございまして、子育て支援推進フォーラムというものを推進母体にし

ます。このフォーラムがそれぞれ６つの「○」で矢印が出ております経済団体、労働組合、

関係府省、有識者、マスコミ団体、地方自治体という団体から構成されるフォーラムで、

官民一体で子育て支援をしていくという共通認識の形成と情報交換をしていくということ

でございます。平成 19年の開催予定は左側の箱にあるとおりでございます。 
 ８ページ、少子化対策につきましては、昨年 12月に非常に厳しい人口推計が出たという
ことも踏まえまして、今までも少子化対策をやってきましたけれども、もう少し戦略的に

物事を進めていかなければいけないのではないか。そのポイントは上の箱の３つ目にあり

ますが、結婚や出生行動に対する国民の希望と現実に乖離があると。それがある程度かな

えば、希望どおりにいけば合計特殊出生率は 1.75まで改善される余地があるということも
ありまして、そういう観点からの重点戦略をつくろうということで、重点戦略会議が始ま

ったということでございます。 
 ６月１日に中間報告を取りまとめ、骨太の方針に反映させて、今年の末には何とか全体

像を取りまとめたいということで作業を今進めているところでございます。 
 ９ページには中間報告の概要がありますが、本当にポイントだけ申し上げますと 10ペー
ジをごらんいただきたいと思います。「３ 重点戦略策定の方向性」とございますけれども、

ポイントは３つでありまして、働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現とい

うのが最優先課題。２番目は、働き方の改革を進めていくとどうしても弾力的な働き方が

出てまいりますから、例えば、保育サービスということを考えても、８時間、それも常勤

の労働者を前提に考えるというだけではなくて、働き方が多様化することに伴って、例え

ば、保育サービスをもっと多様にできないだろうか、そういう意味での制度的枠組みを構

築していくんだというのが２番目です。 
 ３番目は 11ページですが、少子化対策への効果的な財政投入ということで、一番下の「○」
をごらんいただきますと、個別施策の実効性の検証とかあるいは現物給付・現金給付のバ

ランス等を配慮しつつ、我が国において実効ある家族政策を持続的に展開するための財源

規模や負担の在り方について、税制の抜本的見直しの議論と並行して国民的議論を行うこ

とが必要だというような指摘がなされております。 
 12 ページをごらんいただきますと、重点戦略会議の下に分科会が４つほど設けられてお
ります。今日御出席の岩渕勝好先生が主査を務めておられます地域・家族の再生分科会の

中でも国民運動について指摘をされているところで、下から２つ目をごらんいただきます
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と、孤立しがちな今日の環境の中での子育ての大変さの理解、子育ての大切さについての

認識の共有、ワーク・ライフ・バランスの推進と家族の中での分担・協力（男性の家事・

育児分担）や家族を支える地域の取組の推進などの国民運動を展開し、自然に子育ての楽

しさや大切さが若い世代や子どもたちに受け継がれていく必要があるというような御指摘

をいただいております。 
 13 ページは、同じ日に出されました教育再生会議の第二次報告、今日お見えの池田先生
のところでまとめられたものでありますけれども、提言３「親の学びと子育てを応援する

社会へ」の４つ目の「○」でございますが、国は、脳科学や社会科学などの科学的知見と

教育に関する調査研究などを推進し、そこで得られた知見の積極的な普及啓発を図り、今

後の子育て支援に活用するという御指摘をいただいております。 
 14 ページをごらんいただきますと、先ほど重点戦略の中でワーク・ライフ・バランスの
実現が最重要課題だと指摘がなされました。このワーク・ライフ・バランスは少子化だけ

ではなくて、例えば労働市場改革あるいは男女共同参画、いろいろ面からも必要性を言わ

れているところでございますので、そういう全体をカバーする形でワーク・ライフ・バラ

ンス推進官民トップ会議というものが７月に設けられました。この下に具体的にこれから

ワーク・ライフ・バランスを進めていく上で憲章を定めると同時に、具体的な行動指針を

つくるんだということで、行動指針の策定作業部会が定められております。本日御出席予

定の樋口委員が座長になっておられますけれども、ここで今、審議をしているところでご

ざいます。 
 15ページをごらんいただきますと、７月 17日に官民トップ会議がつくられまして、８月
31日、９月 26日、10月２日かなり精力的に行動指針の作業部会が進められております。
11 月を目途に憲章と行動指針を取りまとめるという予定で今進めてございます。それを先
ほど申し上げました重点戦略にも反映していこうということで、今、大車輪で準備を進め

ているところでございます。 
 非常に駆け足になってしまいましたけれども、少子化対策の現状の概略は以上でござい

ます。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 早速、引き続きまして有識者の皆様方からそれぞれ御専門の立場からの御提言をいただ

きたいと思っております。６名の有識者の皆様を代表して、３名の方に時間の関係でまず

代表して御意見をいただきます。 
 なお、申し遅れましたが、本日はオブザーバーといたしまして、国民運動を実施してい

くに当たりまして御協力いただいております関係団体の代表者の皆様、それから、先ほど

御紹介いたしました本年度、家族・地域のきずなフォーラムの大会を各県で開催していた

だきます、その４県の代表者の方々にも御出席いただいております。 
 それでは、まず、家族のきずなの重要性の観点から、国立小児病院名誉院長の小林登様

からお願い申し上げます。 
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○小林院長 一番重要なことは、現在のいろいろな出来事を見ますと、家族のきずな、あ

るいは世界のきずなが弱くなった、あるいは切れてしまったという感じが非常に強いと思

うんです。それが大人を含めて、子どものいろいろな問題に現れているように私には見え

ます。それを取り戻すということはなかなか大変なことでありまして、どうしたらいいか

ということは、まず第１に、社会全体を優しい社会にする、思いやりのある社会にする、

人の心を読み込んで、触れ合い豊かな社会にする、あるいは私も西舘好子さんの運動に協

力して応援していますが、子守歌の聞こえるような街にするとか、そういうような取組が

私は非常に重要だと思います。それによって、お互いが薄くなった人間関係が豊かになる

ということになるかと思います。 
 もう一つは、生まれた子どもをちゃんと育てることが非常に重要だと思います。そうで

もしないと元に戻らないんじゃないかという感じがいたします。そういった意味で、家庭

を中心に子どもをちゃんと育てる、生まれてきた子どもはちゃんと立派な大人にするよう

なことをしなければいけない。それに一番重要なのは父親のサポートで、母親が安心して

子育てができるように、そうすれば、母と子のきずな、家族のきずなも固く結ばれ、それ

によって子どもはすくすく育っていくと思います。 
 それから、一番重要なことは、やはり家庭における子どもの心を読み取る、あるいは夫

婦のお互いの心を読み取る力と、それによる触れ合い豊かな家庭をつくり上げるというこ

とではないかと思います。 
 とりあえずは私の意見を申し上げさせていただきました。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございます。 
 引き続きまして、地域のきずなの重要性の観点から、千葉大学大学院教育学研究科教授

の明石要一様よりお願いいたします。 
 なお、時間の関係もございますので、できる限り多くの方に御発言をいただくために、

お一人５分程度を目安に御発言いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 
○明石教授 私は２点申し上げたいんです。１つは、お父さんが週１回おうちに早く帰っ

て晩酌文化を復活させましょうと。例えば、千葉県の県庁で毎週水曜日はノー残業デーを

やっていますけれども、なかなか帰ってくれないらしいんですね。県庁は出るんだけれど

も、どこか千葉辺りでうろうろしていると。やはり家族団らんをしてほしいんですが、そ

のキーワードとして晩酌文化、お母さんがしてもいいんですよ、とにかく家族で晩酌文化

をしましょうと。結果として、家族全体で夕飯をいただけるという形の、古きよき時代の

言葉をもう一度リニューアルして、皆さんがわかりやすい形で持っていくのが一点かなと

思います。 
 ２点目は子どもは地域の宝ということで、お宮参りというのがございますが、お宮参り

にはいろいろな意味がありますけれども、１つは、御存じのように、よく育ってくれたか

らお礼に行くし、以後よろしくお願いしますということをお願いしますよね。もう一点が

一番大事なのでありまして、お母さん方は公園デビューしますけれども、お宮参りという
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のは赤ちゃんの地域デビューなんですね。これからよろしくお願いしますよと。地域によ

ってはお宮参りした後にお餅を配ったり、何かお菓子を配ったりして、よろしくお願いし

ますと自己紹介といいましょうか、そういう形で皆さんに知っていただくと。家族も面倒

を見るけれども、地域の方々よろしくお願いしますねということで、子どもは地域の宝と

いうことでございます。そして大きくなっていくと、地域の方々が「第三の男」ではなく

て「第三の大人」になってほしい。第一の大人は親です。第二の大人は教師です。または

スポーツ団体の監督さん。第三の大人が地域の人々なので、そういう第三の人々が関心を

持ってくれて温かく見守ってくれると、子どもにとっては地域が安心であり、安全な街に

なるかなという感じがいたしております。 
 以上であります。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 引き続きまして、社会における意識改革の必要性という観点から、お茶の水女子大学副

学長の内田伸子様からお願い申し上げます。 
○内田副学長 私は、２枚にわたってカラー刷りの資料を用意させていただきました。３

点お話ししたいと思います。 
 まず、１点目は、３歳児神話というのは真の話ではない。それから、早期教育というの

は意味がない。それから、家族・コミュニティの子育て機能が劣化している今、それを取

り戻す仕組みを考えなければいけないということで、子育て中の家族を社会全体で支えよ

うということを申し上げたいと思います。 
 この資料の中ほどに「子どもたちの今」とありますけれども、最初にこの会議の前に小

林先生があいさつされたときに、今、日本社会はがたが来ていると。若者は自立ができな

くなっている。少年犯罪も低年齢化している。それから、過保護の親があり、自分の思い

通りにならないと虐待をしてしまうということもあるということで、児童虐待の相談処理

件数、一番新しいものまで 2006年６月の数字も入れさせていただきました。ちょっと横棒
がずれているのですが、右の２つの赤い棒は 2005年と 2006年の数字でございます。1990
年代はずっと 1,100 件ぐらいだったものが、昨年３万 7,343 件にも上ると。これは本当に
氷山の重篤なケースだけでございますけれども、非常に大変な勢いで虐待が増えていると

いう状況がございます。 
 実はこのような状況に至るまでに、1980年代の終わり、1988年ごろから本当に日本の社
会がおかしくなってきている。まず、この時期からコンビニやお弁当屋さんというのが全

国に設置されまして、この辺りから市場先生も御主張の食育の問題の発端になるような、

孤食の問題がマスコミなどで取り上げられるようになったときでございます。 
 それと、塾と学校のダブルスクール化が起こる。それから、やはりこの時期から日本は

低経済成長期に入るということで、女性も外にということで、どんどん女性の労働力が必

要になってくる。０歳児保育所、駅前保育所が林立するようになり、教育だけではなく、

保育やしつけまでもアウトソーシングの時代に入ってきております。その時期に、やはり
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３歳児神話というものが復活してまいります。３歳児神話は経済の動向と非常に関係して

いて、ちょうど高度経済成長期、1970 年代から 1980 年代に、まず小児科のお医者さん方
から０歳から子どもを預けるなんて、病気ばっかりもらってきて大変だというようなこと

で、３歳まではせめて家でというような、それを標語にしたのが３歳児神話という形で出

てまいりました。 
 更に、今のアウトソーシングの時代になってから経済成長が低迷期に入る 1988 年から
1990年代に掛けて、女性の労働力の需要に応じて、せめて３歳までは家庭保育をという声
が出てきて、３歳児神話というのが女性たちの耳にささやかれるということなのですが、

これについては３歳児神話は本当かということで、子育て中の家族を社会全体で支えよう

ということで、内外にたくさんの家庭保育と保育所などに預けた場合の保育を受けた子ど

もたちの成長の過程を追跡した大規模研究、その成果を見てみますと、施設保育が悪いと

いう証拠は全くございません。むしろ、３歳くらいまでは施設・保育所などに預けた方が

発達が早いというデータの方が多いわけであります。 
 それから、実際に肝心なのは時間の長さではなくて、やはり０～２歳のころにどのよう

に親が子どもにかかわるか、ゆとりを持って子どもに絵本を読み聞かせるとか、会話をす

るという時間が保証されている場合に、後の３歳、４歳になってからの言語発達が早いと

いうようなデータを図１に示しました。これは菅原さんたちのデータです。それから、私

どもが全国調査をいたしましたが、幼児期の読み書き能力の出来高が、小学校１年生の国

語の学力テストと関係あるかというのが図２に示されております。これは、全国 2,800 ぐ
らいの幼児を対象にして、小学校まで追跡していったデータでございますが、言葉が豊か

である、語彙が豊かであると、それは国語の成績とある程度の関連がありますが、読み書

きができるかどうかについては、全く関係はございません。 
 それから、図３に示しましたのは、黒田さんたちのデータでございますが、幼児期に漢

字の教育をやった子どもたちも、２年生になりますと漢字教育をしなくても追いつかれて

しまうということで、問題なのは教育を受けた子どもたちの中に国語嫌いが大勢出てしま

ったというようなデータがございます。こういったことから「200 の文字を覚えるよりも
100のなんだろ？育てたい」という標語を私はここに掲げさせていただきました。 
 やはり父親、祖父母、社会の支えを実感している母親は、子育てのバーンアウトに掛か

りにくい、ゆとりある子育てをしている。その中で子どもたちがすくすくと成長している。

育児は時間の長さではなく質であるということで、それを保証するために、やはり母親だ

けではなく父親の働き方から変えていかなければならないだろうと。子育て中のお父さん

も早く家に帰って、家族の団らんの時間を持てるようにする、子どもとかかわれる時間を

持てるようにする。そうしないと、なかなか女性も管理職になれないといったような制約

があって、夜遅くまで残業してしまう母親もいるというようなことから、実際にお父さん

を早く家に帰そうというのが先ではないかと。そして、政府の少子化対策のプランについ

ての３番目に、新しい少子化対策として出されているという文章とも関連していきますけ
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れども、やはり子どもは文化・社会の宝なんだ。その人たちの成長に幾ら私たち大人がコ

ストを掛けたとしても、その人たちの成長によってもたらされる私たちの文化・社会への

賜というのは、コストを帳消しにしても余りあるものであるに違いないと考えまして、何

とか子育て中の家族を社会全体で支えるための仕組みを早くつくらなければいけないとい

うことでございます。 
 以上でございます。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 それでは、今の内田先生のお話にも出てまいりました、父親が早く家庭に帰るというよ

うなこととも大変密接に関連いたしておりますワーク・ライフ・バランスにつきまして、

政府部内の検討に御参画いただいております株式会社資生堂相談役の池田守男様から、一

つ経営者のお立場も代表いたしまして御発言いただければと思います。 
○池田相談役 少子化対策につきまして、大変貴重な現状をお話しいただきまして、私ど

も経済界といたしましても全面的に支援をさせていただきたいと思っております。 
 その中で、１つ御紹介いただきましたように、教育再生会議のお手伝いもいたしており

ます。今、皆様方からいろいろお話をいただいておりますものは、教育再生にとりまして

も一番重要なポイントではないかと思います。特に、今日の日本の社会において就学前教

育というものが若干、体系的に制度的に欠落しているような気がしてなりません。そこを

今、お話をいただいているような形のものを取り上げていただいて、それを充実させてい

ただくことが日本の教育界にとりまして、あるいは将来を担う子どもたちにとりまして、

一番重要なことではないかという思いを持って聞かせていただいておりました。 
 その中でも、本日のテーマであります家族・地域のきずなを更に深めさせていただくと

いうことは、大変重要なことであると思っております。経済界といたしましても、それに

取り組むためには手段でありますけれども、今も内田さんから御指摘もございましたよう

に、ワーク・ライフ・バランスを更に進めることによって、いろいろな問題が私は解決し

ていくような気がしてなりません。私どもはワーク・ライフ・バランスということを言っ

ておりますけれども、ある人はライフ・ワーク・バランス、ライフが中心であるというこ

とを主張される方もおられます。思いは同じであろうと思っております。 
 そういったことで、今日この課題に基づきまして、国民一人一人の意識を高めていく必

要というものが喫緊の課題であります。そのために、国民運動を展開されると伺っており

ます。その中心が 11 月 18 日でありますが、来月に迫っておりますこの運動でありますけ
れども、社会全体あるいは企業の中での現状を若干調べさせていただきますと、ほとんど

の企業人あるいは社会の方々がこれを承知していないというような現状でございます。私

どもの社員に問い合わせしましても、ほとんどがこの状況を知らないということでありま

す。そういったことを考えますと、11月 18日を一つの目途といたしまして、政府といたし
ましても、政府自らがさまざまな媒体を使って積極的に広報活動をお願いいたしたいと思

うわけでございます。 
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 それと同時に、先ほど申しましたように、経済界といたしましても、全面的に協力をさ

せていただきたいと思っております。 
 私は、この問題は先ほど申しましたように、少子化対策の問題のみならず、男女共同参

画あるいは先ほど申しました教育再生、地域再生、すべてにつながってくる問題。その根

本は家族と地域のきずなにすべてが集約されるのではないかと思っております。それを考

えますと、これを目的どおり達成するためには、やはり手段といたしましてワーク・ライ

フ・バランスといったものが大変重要になってくるような気がしてなりません。ですから、

個別にこういう問題が余りにも多く外に発信され過ぎている嫌いがなきにしもあらずであ

りますので、これを機会に政府関係あるいは民間の団体等が取り組んでおりますものを一

度整理していただいて、できれば一体化する、一本化する形で社会に発信していただけな

いか、そういうことを強く感じております。 
 そこで、私は手段としてのキーワードは、ワーク・ライフ・バランスではなかろうかと

思うわけであります。また、ライフ・ワーク・バランスでも結構であります。そういった

ことを手段としまして一本化しまして進めていただくということが、より効果的な結果を

生み出すのではないか、そういう流れの中で先ほど御説明いただきましたように、ワーク・

ライフ・バランス憲章あるいは行動指針の中にも色濃くそういった方法を落とし込んでい

ただければ大変ありがたい。それに基づきまして、私ども経済界全体といたしましても、

やはり個々の企業といたしましても、個人といたしましても、全面的御協力させていただ

きたいという思いでございます。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございます。 
 それでは、同じく労働界のお立場を代表いたしまして、政府のワーク・ライフ・バラン

ス検討に御参画いただいております日本労働組合総連合会事務局長の古賀伸明様、よろし

くお願い申し上げます。 
○古賀事務局長 連合の古賀でございます。よろしくお願いいたします。 
 今、非常に重要な日本の課題というのは言うまでもなく、世界に類を見ないスピードで

進行する少子高齢社会。それから、本日のテーマでございますすべてのところでコミュニ

ティが崩壊していることではないか。家族のコミュニティ、職場のコミュニティ、地域の

コミュニティ、この再生をどう図っていくのかというのが非常に重要なテーマであろうと

思っております。 
 世界全体を見ればグローバル化がますます進行し、ＩＴ社会の出現・進展によって企業

そのものが国際競争力をどう強化していくか、これも大きな命題として突きつけられてい

る。私が言うまでもなく、日本というのは世界に冠たる雇用社会だと言われています。雇

用され、そして生活をしている人は現在の統計では 5,500 万人、家族も入れればこの日本
が雇用社会であるということは言うまでもないことだと思います。その意味では、働く現

場あるいは働き方ということが、すべてのことに対して非常に大きな要素になるのではな

いかというのが私自身の前提条件でございます。今、働く現場を見ますと、長時間労働が
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恒常的に続いております。そして、片一方では、雇用が不安定ないわゆる非正規社員が急

増している。そういう中で、長時間労働を余儀なくされる働き手はメンタルヘルス不調や

あるいは過労死等々の課題も一向に減らない状況が続いている。また、非正規社員という

ことからすれば、労働条件の非常に劣悪な貧困層、ワーキングプアという言葉が日本でも

日常的に使われるようになりました。今、ネットカフェ難民という働き手も出ているとい

う状況。そういう中では、やはり働き方とか働く現場というものをどうしていくかという

のは、非常に大きな問題ではないかと考えています。 
 したがって、これらのことは企業の自主性や家族の自主性に任せておけばいいというこ

とではなくて、まさに先ほど池田相談役からもございましたように、ワーク・ライフ・バ

ランスという観点からライフスタイルとワークスタイルの見直しをすることによって、そ

れぞれの課題解決に結びつく道筋がつけられていくのではないかと考えています。 
 そもそもそれらの経過の中で、ワーク・ライフ・バランスというのは過去は女性の仕事

と家族の両立であったり、働く女性の支援であったりというところに比重が掛かってきま

したけれども、少し観点を変え、乱暴に言えば、むしろワーク・ライフ・バランスという

のは、男性長時間モデルをスタンダードとしてきた日本の働き方の大変革をしなければな

らないのではないかと考えているところでございます。そういう意味では、今ワーク・ラ

イフ・バランス憲章、行動指針の論議も進められており、私自身それに参画もさせていた

だいております。一つ一つ一歩ずつ前進するような行動指針策定に向けて努力をしてまい

りたいと思いますし、労働組合「連合」としても地域活動とかあるいは地域のいろいろな

意味でのコミュニティの再生に、それぞれの構成組織あるいは地方の組織と一緒になって

取り組んでいきたいと考えているところでございます。 
 最後に、国民運動について２点だけ御要望を申し上げておきたいと思います。１点目は、

先ほど池田相談役がおっしゃった課題意識と全く一緒でございます。国民運動をどう位置

付けるのかということでございます。少子化対策、子どもと家族を応援する重点戦略会議、

男女共同参画会議、ワーク・ライフ・バランス憲章、行動指針の会議、さまざまな会議の

中でこれがどう位置付けられるのかということを少し明確にあるいは整理をすべきだと思

います。 
 ２つ目は、この国民運動が単発的なものに終わってしまうのではなくて、継続した取組

につながっていく仕組みやシステムをどうつくっていくか。そのことが非常に重要ではな

いかと考えております。 
 以上、最後に要望２点を申し上げ、私の意見に代えさせていただきます。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 それでは、今出ておりますワーク・ライフ・バランスにつきまして、働き方を変える、

日本を変える行動指針の策定作業部会の座長として今、取りまとめいただいている慶應義

塾大学商学部教授の樋口美雄先生、よろしくお願い申し上げます。 
○樋口教授 樋口でございます。今日のテーマは家族・地域のきずなの再生ということで、
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実は家族・地域のきずながどうも希薄化してきているというようなことが、いろいろな統

計で示されているかと思います。それが問うものは一体何だろうかというようなことを考

えてみますと、やはり今まで例えば、日本における性別役割分担といったものが職場にお

いてもはっきりしており、例えば、家族の問題あるいは地域の問題というのは、多くの場

合女性に任せてきたところが、実は職場における構造変化等々を通じまして、今そこが瓦

解しつつあるのではないかと。再生というようなことを考える上では、今までの取り組み

の仕方というものを変えていかざるを得ないのではないかと思っているという立場にござ

います。 
 例えば、統計を見ますと、仕事やあるいは国家・社会、それよりも自分の家族が一番大

切なんだと感じている人が急増しているにもかかわらず、その一方で、一日のうち家族全

員がそろう時間は２時間以下だという人が 1985年は 42％だったのが、現在は 50％になっ
ているというような形で、実は希望しているにもかかわらず、なかなか一家団らんという

ことが難しくなってきているということが起こっております。あるいは親子の対話を重視

するんだという人たちのアンケート調査におきましても高い比率、これは 1980年代以降ず
っと変わっていないわけでありますが、それに満足しているというような人は逆に大きく

低下してきているということがあります。 
 あるいは地域のつながりにつきましても、例えば、生活面で協力し合うことができる人

が地域にいますかということを聞きますと、一人もいないと答えている人が 65.7％。まし
てや地域活動、市民活動に参加している人というのは年に数回程度でもいいと言っても、

男女合わせても２割弱にすぎない。男性の場合はもっと低いというようなことになってお

ります。 
 これまで家族や地域のきずなが女性を中心に保たれてきたということがあったわけであ

りますが、それが薄れてきて、職場におけるきずなも実は薄くなってきているということ

がありまして、今までは男の場合、職場におけるきずなによって自分の価値を高めてきた

ということもあるわけですが、近年これも薄れまして、職場でのコミュニケーションが減

少したとか、あるいは助け合いが減少したと感じている人が急増しておりまして、まさに

労働市場が二極化し、正社員の方は会社の将来や仕事の負担感が強まっているということ

で疲れやストレスを訴える人が増えてきている。その一方、パート・アルバイトの人たち

は雇用の不安定さやあるいは自分の将来が見えないというようなことから、疲れやストレ

スを感じている人たちが増えてきているということがあります。 
 こういうことを考えますと、やはり長い時間会社にいるということでありますから、会

社における働き方を変えていくというようなこと、あるいは女性も働くことができるよう

に、両立できるようにというようなことをもたらしていくことが重要なわけでありますが、

やはり家族、地域、職場のきずながどうも希薄化してきている、弱体化してきているとい

うようなことは、人々の生活に２つのルートを通じて影響するんじゃないかと考えており

ます。 
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 １つは、まず、きずなの弱体が本人の満足感を低下させる。あるいは不安感を助長する

という影響がありますし、もう一つは、家族や地域あるいは職場の機能を低下させてしま

う。そして、その結果として、社会の安定性というものを危ぶませるというような影響も

あるのではないかと考えております。 
 例えば、コミュニケーションが減少したり、あるいは助け合いが減少しているというよ

うな企業・職場を見ますと、一方において心の病が急増しているというようなこともあり

まして、ワーク・ライフ・バランスのライフというのは、必ずしも日常生活だけではなく

て命ではないかと。命までがどうも危機にさらされているのではないかというようなこと

も言われるわけでありまして、そのところも個人にとっては非常に大きな問題ということ

があります。 
 また、企業にとりましても、例えば、仲間と協力して仕事をしようという雰囲気が強ま

ったという企業では、企業業績を上げているところが多いわけでありますが、その一方、

こういった雰囲気がどうも壊れてきているというような企業におきましては、企業業績も

悪化してきているというようなこともありまして、これも企業という機能にも影響を及ぼ

してきているという証拠ではないかと思います。ましてや部下や後輩を育てようというよ

うなことが企業の業績にとっては非常に大きいわけでありますが、それにもかかわらず、

若手の育成に自分の仕事が忙しくて手が回らないと答えている人も 27％にも及ぶというこ
とについても、やはり働き方を見直していくということが必要になってきているのではな

いかと思います。 
 これを進める上で、一体どういうことが重要なんだろうか、どういう手段を通じて進め

ていくべきだろうかということを考えますと、これも２つあるのではないかと思います。

１つは、家族や地域、企業自らがそれぞれきずなを強める工夫をするということは、やは

り自立の時代ということで重要なわけでありますが、同時に、きずなを強めることを阻害

している要因が社会にあるんじゃないかと。社会にあるとするならば、その阻害要因とい

うものを抑制していくということも必要であって、そこには政府の出番というものがある

のではないかと思っております。 
 こういうことを通じて今ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和についての憲章

やあるいは行動計画の策定に掛かっておりますが、時間という非常に個々人にとって貴重

な資源、この資源をいかに有効に活用していくのか。それは企業の場だけではなく、職場

だけではなく、家族におきましても、また地域におきましても、こういう資源を有効に生

かせるような社会をつくっていくというようなことが問われているわけでありまして、そ

のこと自身先ほど申しましたそれぞれの役割、家族あるいは地域、企業といったところに

おける自らのきずなを強めていくと同時に、人々の安定した社会、持続性のある社会とい

うものをつくっていくために国が一体何をやったらいいのか、あるいはそれぞれのプレー

ヤーが何をやったらいいのかというようなことについて、策定といっもたのが少しでも寄

与できればと考えているところでございます。 
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 以上でございます。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 少子化対策につきましては、子どもと家族を応援する日本重点戦略検討会議の地域・家

族の再生分科会でも、さまざまな御議論を取りまとめていただいております。東北福祉大

学教授の岩渕勝好先生から、その内容の御紹介も含めて御発言をお願い申し上げます。 
○岩渕教授 時間の制約もございますので、国民運動の展開という角度に絞って３点お願

い申し上げたいと思います。 
 再生分科会の内容については、お読みいただければいいと思うんですが、まず、第１点

は、先ほど家族の日は誰も知らないじゃないかという指摘がございましたけれども、それ

を国民に知らしめる最も有効な手段というのは、やはり総理が出てくるということであり

まして、国民運動について言えば、名目的に総理が本部長になっている、あるいはなる予

定もあるのかもしれませんけれども、ただ、名前だけでは話にならないわけでありまして、

実際に総理が先頭に立って国民運動を展開していくという姿勢を示さないと、一体何をや

っているのとわけのわからない話になってしまいますので、これは上川大臣が先頭に立っ

ていただくのは大変結構なんですが、ツートップで、これは国を挙げての問題であります

ので、総理に先頭に立っていただいて、経済界では日本経団連の会長、それから、労働界

からも連合の会長などが当然のごとく一緒に集結して、国民に向かってアピールするとい

う作業がないと、国民に対して訴えるということは多分無理ではないかと思われます。特

に今回は第１回でありますので、是非それは実現していただきたいと思います。 
 当然のことながら言われておりますように、子育ての意義というものを中心に、これは

教育現場でもう少ししっかり取り組んでいただきたいと思いますけれども、子育ての意義

というのが国民の認識の中でも非常に危うい状況にあるというのは憂慮すべき事態であり

まして、ここのところが解決しない限り、どんな対策をとっても最終的に効果を上げるこ

とは難しいのではないかと思われます。それが第１点。 
 それから、第２点は地域の取り組みでございますけれども、例えば、地域におきまして

はＮＰＯが随分一生懸命活動はしています。ただし、コラボレーションという関係でいき

ますと、行政との関係が余りうまくいっていないというのが一つ。それと、もっと大事な

のは、地域における企業の役割でありまして、特に、行政と企業との関係というのは地域

においてほとんど接触も、形式的には若干あるところもあるんですが、非常におざなりで、

つまり企業がその地域における存在感がほとんど感じられない。つまり、企業の幹部、工

場の幹部などは、本社の顔色ばかり伺っていて、地域に根ざしていないという点が非常に

重要な問題でありまして、当然のことでありますが、その企業の従業員が地域を構成する

重要な役割を担っている家庭の主人であり、一方、地域の最も重要なファクターであると

いうことも全く生かされていない。そこのところが非常に大きな問題ではないかと思いま

す。 
 ですから、ここのところをクリアするには、一つには、地域の行動計画でいろいろやっ
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てはいるんですが、そのほかに最近、私が注目しているのは、それぞれ子育て応援の店事

業を各都道府県、東京都はやっているとは聞いておりませんけれども、大変全国的に広範

囲にやっておりまして、国の方はさっぱり地方のやっていることに関して冷たくて、場合

によっては足を引っぱっているんじゃないかと思われるようなこともあるんですが、各都

道府県が非常に熱心に今やっておりますので、国の方もこれを支援して、機運、子育ては

企業は勿論のことでありますけれども、それこそ地域再生の一つの大きな起爆剤になると

私は思っておりますので、地方の方も今日はいらっしゃいますけれども、今日は熱心な県

ばかりでありますが、ひとつ本気で取り組んでいただきたいと思います。 
 それから、最後に、やはり男女の役割分担ということでありますが、ワーク・ライフ・

バランスがキーワードであることは勿論でありますけれども、ワーク・ライフ・バランス

では家庭に夫が帰ると。その後、では、家庭に帰ってテレビを見てビールを飲んでいるの

かという話にもなりかねません。あるいはどこか趣味で出掛けるという傾向もございます

ので、ワーク・ライフ・バランスの先にあるのはやはり家族の再生。家族の再生というの

は古色蒼然たるアナクロニズムのような昔ながらの家族ではなくて、これから先、やはり

再生でありますので、新たな家族像というものもそれぞれつくっていく必要があろうと思

います。 
 具体的に言いますと、やはり男女が共同して家事・育児を分担するというのが基本では

ないかと思います。これから先、樋口先生のところもやっていらっしゃいますが、とにか

く日本の労働力人口が物すごい勢いでこれから減っていきますので、女性も特に既婚者も

外で働くことが当たり前の時代に既に入っておりますので、それに対してどういう形の家

族構成ができるかということも、これから先本気で取り組まないとどうにもならない。そ

ういう意味で言いますと、男女の役割分担というものを家族の中で持ち出すと、ここにい

らっしゃる男性でも「おいおい」と引いて逃げ腰になる情けない男性も多いんですけれど

も、そこのところを一つ国民運動ということも含めて言えば、私はそろそろ踏み込まなく

てはというか、諸外国に比べて日本が一番だめなところはここですから、ここが解決しな

い限り、多分日本の少子化というのは永久に解決しないと思いますので、そのところを本

気で取り組んでいただきたいと思います。 
 以上です。 
○齋藤官房審議官 大変貴重な重要な問題提起が数々ございましたが、意見交換の部分は

最後にまとめてさせていただくということにいたしまして、引き続き、関連いたします新

健康フロンティア戦略賢人会議の座長をお務めいただきました、内閣特別顧問の黒川清様、

よろしくお願いいたします。 
○黒川内閣特別顧問 どうもありがとうございます。皆さんの意見は出尽くしているとい

う感じなので、どうやってやるかというところだろうと思います。是非、新大臣としてや

ってもらいたいと思いますが、一つは広報活動、それは当然の話ですが、広報活動はなか

なかみんな下手くそですね。戦略性もないし。その一番珍しく成功したのはクールビズで
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す。それはなぜかというと、ある政府の予算があったときに、やはり入念に最初タスクフ

ォースを役所の中でもつくっていますけれども、あれを参考にするのはすごく大事だと思

います。最初の年は多分 35億円くらいの予算で広報をやりましたけれども、いろいろやっ
て、これは役所の知恵ではないんですが、私はあれはどうしてうまくいったのか大分ヒア

リングしました。勿論、最初は大臣や総理のキャラもあるんですが、その予算をどういう

ふうにつくるかというのは、例えば、一月に１回とか２か月に１回とか新聞の一面広告な

んて全く意味がないわけで、どういうタイミングで産業界、それぞれのステークホルダー

をどう乗せるかというのがすごく大事で、あれは１年間のスケジュールが全部書いてあり

ます。何をやるか、それをどうやって評価するかも全部書いてありまして、１年の終わり

の広告の宣伝をいろいろ見てみると、35億円の投資だったんだけれども、恐らく 300～500
億円の効果とイクイバレントだったというのが出ています。ですから、２年目もすぐに予

算がついたんです。それで、ビジネスとしてどのくらいプラスがあったかというと、大体

2,000～3,000億円ぐらいの効果があったということも分析されています。 
 つまり、国の金をつくるんだったら、広報部の戦略もそうだし、フィードバックをして

分析しているかというのがすごく大事なことで、２年目の終わりにはいろいろな人がばっ

と出てきましたよね。あのネーミングもそうですし、「クール」というのが結構みんなに入

っていったと、そういうのがすごく大事だという話をよく考えてください。つまり、素人

が幾ら考えたって広報はうまくいかないんです。総理も大臣も国民に対するアクターです

から、アクターを仕切るのは誰かというとディレクターなんだけれども、ディレクターを

つくるのはプロデューサーです。そういう話がない限りこれはうまくいかないです。とい

うわけで、自己満足になりますから、それだけは決してやらないで、よく考えてほしいと

思います。クールビズチームは誰が実際に絡んでいたかというのはわかると思いますから、

是非ともやってもらいたいと思います。 
 これは日本の根本的な問題です。皆さんがおっしゃるように、日本ではUNDPを見ても、
ジェンダー・ディベロップメント・インデックスは日本では世界でも８番目ぐらいで非常

にいいんですね。だけれども、ジェンダー・エンパワーメントになると世界で 43位ぐらい
になってしまって全然存在していないということで、それは２世代にわたって経済成長し

て、男がフルタイムで頑張って働いて、女性は家にいるというモデルが２世代は当たった

のでみんな成功していると思っているだけの話で、今、世の中は変わっています。私はし

ょっちゅう話していますけれども、日本が成長したのはたまたまです。産業革命以来、第

４番目のエコノミック・パラダイムだったから成功しただけの話で、今は全然違ったパラ

ダイムで動いています。そういうことは余り知らないのかなと思いますが、実はそのまま

だって都市化、75％が今都市に住んでいます。世界は 66億人いますが、50％が今都市に住
んでいまして、核家族化、少子化は時代の流れです。イスラムでも今、出生率が急に下が

り始めました。そういうわけで、少子化というのは女性の進出とともに出てくる現象です

が、結婚している人たちのアンケートだと、子どもの平均欲しい数は 2.58人です。実態は
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2.11 人です。このギャップをどうするかというのはすごく大事な話で、女性も結婚する年
齢が遅れてきていますから、子どもが欲しいと言っている人たちもできなくなっています

が、それ以上に社会の在り方が今までと全然合わなくなっているのにアジャストできない

ということであります。 
 新健康フロンティアは、子どもの健康、女性の社会進出・健康問題、それから、大人・

働く人の健康、高齢者の健康という話がありましたけれども、この政策がまた各論的にな

りがちなので、それはやめさせていただきまして、基本的な理念としては、皆さんのおっ

しゃるとおり、このような都市化、少子化、核家族の背景を受けて、家庭力と地域力がな

くなっている。家庭力がなくなっているというのは、寂しい親ということで地域との間で

の世代間の知恵の伝承というのが全然行われなくなってしまっている。それは、都市も同

じ、地域も同じということで、家庭力、地域力をどうやってアップするかということがま

ず第一にあって、それから、子どもの健康、女性の活動とかいろいろな話が出てくるわけ

で、それは１枚紙で最後に図にしてありますので、是非見ていただきたいと思います。こ

れにはないので、報告書でお配りしますので後で配っておいてください。 
 具体的な方策としては、いろいろ意見はあると思いますが、今のいろいろな動きから見

ると、先ほどＮＰＯの話も出ていましたが、例えば、全国に義務教育ですべての人は小学

校に行くわけですよね、都会も地方も。例えば、小学校などの場に世代間がみんな集まっ

てくるという話をして、みんな先生にお願いするわけではなくて、みんなが子どもたち、

先生の応援団になるというのはすごく大事な話で、商店街でも企業でも大学の人たちもそ

うだし、中学生、高校生はまた小学校に行ってもいいしというような、社会運動を地元で

小学校というのはみんなが通える範囲だから、必ずどこかにあるわけです。それから、健

康については保健所が全国に 550 か所ぐらいありますから、そういう話はむしろ待ってい
ないで、保健所の方たちはどんどん地域に出ていくと。地域に出ているところは非常に活

気があるというのは何となく厚労省から聞いていますけれども、そういう運動をしようと

いうことです。 
 それから、もう一つは、大学も地域にありますから、大学は学長から学生まですべて年

間に 10 時間とか 20 時間街のボランティア活動にいろいろ出張るということがすごく大事
で、そういう学生がたくさん行っている小学校とか中学校は、意外に先生たちもみんな元

気なんですね。時間がないというのだったら土曜日にみんなが集まってやるとか、御両親

が仕事をしているのであれば、６時までみんな学校に残って、そういういろいろな人たち

が集まって、先生は自分の仕事をするような活動をするというのがすごく大事。 
 実は、地域で困っていることというのは、地域の人が一番知っているはずなんですよ。

そういうことを最近は運動として始まっていて、それが例のＮＰＯアクティビティなどで

が、ＮＰＯアクティビティも政府との関係というのが非常に悩ましくて、私は日経にも書

きましたけれども、新健康フロンティアにも書いてありますが、補助金事業的なことでこ

ういうことをやりましょうという予算をつけてやると、予算がなくなったら必ずだめにな
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ります。そういうところにやる必要はなくて、むしろ自分たちでやってうまくいっている

のは幾つもあります。最近は、ＮＰＯアクティビティがいろいろ社会性が高いということ

でビジネスになってきました。コムスンなどは論外ですけれども、実は働く女性の子ども

の面倒を見るＮＰＯというのがありまして、それは florence.or.jpというのを見ればわかり
ますが、若い投資銀行でやった人たちがお客さんのところに行くと、こんなことをやって

いいのかというので自分でビジネスになるように始めて、働いているお母さんの子どもが

熱があるとかいろいろなことがあると、レジスタしている子育ての経験ある人たちが「今

日預かりますよ」とお医者さんのところに連れていって預かってくれるから、安心して行

ってらっしゃいというような話で、政府の役割は、うまく行っているモデルを広げてあげ

るかということがすごく大事で、やりたいけれどもノウハウがないという人たちの方がよ

ほど多いわけなので、是非そういうものを広げるということがすごく大事で、それも書い

てありますが、是非そういう話をやるようなアクティビティをどうやって戦略的に広げる

かを皆さんに知ってもらうと、そこに政府が応援するというのがすごく大事ではないかと。

予算の使い方ですけれども、 
 そういうわけで、是非そんなことをやっていただきたいと思います。ジェンダー・エン

パワーメントは日本の将来を決するような一番大きな問題だと思いますので、結婚の問題

とか結婚後の生活もそうですし、教育も中学、高校は池田相談役ともよく話をするんです

が、大学入試のための勉強になってしまっているんですね。これはこの時代にかなり遅れ

ているなというのは、例の歴史の履修問題などというのが典型で、履修したと言っていれ

ば勉強しなくてもいいやということになっているので、ふざけた教育だなと思っています

が、そういう意味では、イノベーションにもそういう話が閣議決定されていますが、出る

杭を育てようとか、大学入学のときの文系・理系などもやめてくれてとかいろいろな話、

中学、高校のときからいろいろな海外の学生さんたちと交換のホームステイを１か月やろ

うというので、来年から沖縄から始めますけれども、是非そういうような話をやりながら、

皆さん問題点は具体的に出ていますから、どうやってやるかという知恵の絞り方が、実体

験のある人たちのサクセス例、うまくいっているものをよく調べると、たくさんあります。

それを全国に広げるというところに政府の情報の問題とか誘導するような政策がすごく大

事ではないかと。 
 成功しているモデルを共有すると、社会起業家、これがイノベーションの中間報告にも

エンファサイズされていますし、最後の報告書にも出ていますし、新健康フロンティアに

も出ていますが、実は７月に日経で 20～30の社会起業家のサクセスレートというのはたく
さん出ていますよね。それから、『Newsweek』でも世界の社会起業家 100人という話が出
ていますし、ああいう動きがすごく出ているのは、去年のノーベル平和賞がグラミン銀行

のユヌスさんがもらったというのは、まさに世界じゅうがそういう動きになっているとい

うことを是非皆さんも知ってほしいなと思うし、そういう運動をやっている人たちはたく

さんいますから、是非それをサポートしながら横に広げるということをやってもらいたい
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と思います。 
 最後に、男女共同参画もそうですが、先ほど言ったように２世代、右肩上がりの成長モ

デルで皆さん経験しているので、団塊の世代もそうですが、ナポレオン３世が子どもの教

育はいつ始めるかと言われたときに、１歳から、２歳からとみんなが言ったところ、そう

ではないと。子どもが生まれる 20年前だと言ったというんですが、それは名言で、日本の
教育は子どもが生まれる 50年前からやっておくべきだったんじゃないかと私は思います。 
 そんなわけで、私のブログとかウェブサイトにもたくさんそういうメッセージを出して

いますので、最近の本の紹介は、子どものころから 15年ぐらい日本に住んでいたアメリカ
人が書いたものを紹介していますので読んでいただければと思いますが、もともとの題は

『RACE FOR THE EXITS』というので、出口へ皆さんが急いでいるという、女性も
そうですが。日本のいろいろなデータがあって、日本のことをたくさん知っていますし、

いろいろな人にインタビューしていますが、非常にいい本で、日本語訳は、なぜ女性の社

会進出がうまくいかないのかという話もありますが、『「最後の社会主義国」日本の苦闘』

という本であります。政策の人も読んでいただけると非常にいいと思います。それも私の

名前を入れてグーグルしていただけると、私のウェブサイトに行きますから、その中にキ

ーワードを入れるといろいろ出てきますので、その話も紹介してあります。 
 またよろしくお願いします。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 最後になってしまいましたが、食育の観点から家族と地域ということについて、いろい

ろ御活動もされ、お考えいただいている食育推進会議の委員をお務めの全国学校栄養士協

議会会長の市場祥子様から御発言をお願い申し上げます。 
○市場会長 私からは、日々学校で子どもたちの食育推進に携わっている立場からお話を

させていただきたいと思いますが、家族のきずなを深める食事のとり方というものを食育

の推進会議の中でも重要にとらえて行っていますので、そのとらえ方や内容を説明した上

で実態をお話しして、最後に私の思いをお伝えさせていただきたいと思います。 
 食育基本法ですが、栄養の偏りとか不規則な食事等の食生活の乱れが、子どもたちの心

身の健康を阻害する深刻な問題として指摘されるようになりましたので、この現状を重く

受けとめて食育基本法が施行されました。法律の中では次代を担う人材育成が最も重要視

されています。子どもたちか健全な食生活を実践することは、健康で豊かな人間性を育む

だけではなくて、我が国が活力と魅力にあふれた国として発展し続けていく上にも不可欠

で、家庭は勿論、地域や社会を挙げて子どもの食育に取り組むことが強調されています。

このことは、食育基本法の具現化のために策定されました食育推進基本計画の中でも、基

本的な方針の第一に挙げられていまして、特に孤食が見受けられる昨今、人々に精神的な

豊かさをもたらす家庭が楽しく食卓を囲む機会の確保が重要であると明記されています。 
 また、家庭での食育を子どもの食育を進める基盤として位置付け、学校を始めさまざま

な立場の人たちが連携し、担い手として家庭への積極的な働き掛けや支援に取り組むこと
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になっています。 
 中でも、すべての小中学生に行き渡る学校の食育は、支援の中心的な存在として期待さ

れています。子どもたちの実態を見ますと、さきに独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ーが、全国の１万人の子どもたちと保護者を対象に実施した児童生徒の食生活調査では、

家族団らんの食事の減少が明確になりましたし、朝・夕食ともに家族そろって食べる、朝・

夕食ともに一人で食べるの２つの調査を比較した結果では、一人で食べている子どもたち

は就寝・起床時刻ともに遅く、すっきりと目覚めていない、朝食欠食率が高い、食事の基

本的なマナーが身についていない割合が高い、何もやる気が起こらない、いらいらする等

の不定愁訴を呈する割合が高くなっていまして、心と体の成長に及ぼす健康問題が明らか

になりました。 
 更に、食卓を通して古くから受け継がれてきていた日本人の健康を守ってきました食文

化継承の危機も指摘されています。 
 生涯の健康の基本となります子どもの食習慣の形成は、家庭の前向きな食育の取り組み

に掛かっています。そこで、教育力も低下していると心配されている家庭の変容を願って、

学校においては平成 17年度より配置が開始されました栄養教諭を中心にして食育に取り組
み、家族がそろって囲む食卓は、おいしさとともに食の楽しさを実感させ、子どもたちが

一番心を開いて、心と体が豊かに育つ大切な場であることを孤食の弊害の啓発とともに家

庭や地域に向けて発信しております。 
 テレビを消して家族がその日の出来事を語り合いながら食事をとるようにしたら、それ

ぞれの心が触れ合って、それまでなかなか寄り添えなかった子どもの心の奥を理解するこ

とができたと保護者から喜びの便りが届いたり、小学３年生の女児からは、どんなにおい

しい食事でも、一人で食べればおなかはおいしくても心はおいしくありませんと書かれた

作文が寄せられたこともあります。そのたびに、家族そろって囲む食卓の大切を痛感して

きました。 
 朝食欠食率は低下する、少しずつ食育の取り組みの成果は３年目を迎えて出てきている

ように思われます。食を通して不登校の子どもたちが改善された実践例も報告されていま

す。少子化が急速に進む日本ですが、一日も早く心身を病む子どもたちをなくして、子ど

もたちの元気な声が街にあふれる国に是非したいと願っています。そのために命の尊厳へ

の思いを高め、子どもたち一人一人がこの国を支える大切な宝物であることを肝に銘じ、

家庭の食育を支援しながら、これからも食の専門家として精いっぱい学校の食育に取り組

んでいきたいと思っています。 
 最後にお話を伺っていて私が思ったことですけれども、いろいろな部門で教育再生ある

いは少子化、食育推進につきましても、みんなが食育推進の場面でも食育の日、食育月間

いうようなことがあって、国民運動で学校、家庭、地域の三者が連携して、国民運動とし

て進めていきましょうということがいろいろなところでそれぞれに言われています。内容

も多岐にわたっています。そういうものが受けとめる家族は一人、その中でどのようにそ
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れを受けとめていけるのか。ですから、先ほどからお話が出ていますように、よく整理し

ていただいて、一体化できるもの、連携できるものは一つにしていくことが、達成してい

く、成果が上がる運動につながっていくのではないかということを思います。 
 特に、食の問題というのは命を生み出す原点です。少子化とこんなに密接につながって

いることはないのではないかと思います。食の場をきちんとすることで、少子化の問題に

少しでも潤うことがあるのではないかと感じています。是非その辺の連携も併せて考えて

御検討いただければありがたいと思います。 
 以上です。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 時間も大変押してしまいましたが、これで一通り発言を予定された方の御発言が終わり

ましたので、これからは時間の許す限り自由討議という形にさせていただければと思いま

す。御発言をされる方は挙手の上、お願いできればと思います。 
 では、まずお茶の水女子大学の坂元先生、お願いいたします。 
○坂元教授 会議資料を出させていただいておりますので、一応の御説明をさせていただ

ければと思います。 
 資料２の６ページが私から出させていただいている資料でございます。「家族との時間を

増やす努力が、コミュニケーションを深める」というタイトルを事務局でおつけください

ましたけれども、ここでは家族のコミュニケーションを深め、家族のきずなを深めていく

ために、個々の家族、特に親ができる取り組みや心掛けについて２つのことを挙げさせて

いただいたものとなっております。 
 １つ目は、親子共通の趣味を持つということであります。家族でコミュニケーションを

とったり、家族のきずなを深めていくために親の努力が必要とされているとしても、私も

それが苦行ではなく、親自身があくまでそれを楽しんで進めていく形であることが大変重

要であると思っております。そうしたものでないと、結局余り広がらないのではないかと

思うわけでございます。これは多く方もおっしゃっていることかと思います。 
 親子共通の趣味というのは、有効な一つの手段と思って挙げたものでございまして、今

回の国民運動で配付されるパンフレットのベースとなる原稿ということでございます。共

通した趣味を持てれば、その趣味を通じて家族のコミュニケーションを楽しく、また、楽

にとれることになりますし、また、共通した趣味を持つというのは親ができる取り組みと

しては比較的しやすいのではないかと思うわけでございます。 
 例えば、子どもの好きなテレビゲームを最初から忌避してしまうのではなくて、子ども

と遊んでみるようなことはそう難しいことではないようにも思われるわけでございます。

子どもの好きなものですから会話は勿論弾むことになりますし、また、テレビゲームの場

合などは特に該当するんですけれども、これを一緒に行うことは子どもの行動をチェック

することにもなるわけでございます。例えば、暴力シーン等問題性のある情報に接触して

いるかどうかを確認できるということになってまいります。 
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 それから、２つ目に挙げさせていただいているものですけれども、これは家族のコミュ

ニケーションを直接伸ばそうという取り組みではなくて、そうしたコミュニケーションを

阻害している要因を取り除くということに関するものでございます。現在、こうした阻害

要因として強力であるように見えるものといたしまして、メディア、特にオンラインゲー

ムがございます。これはオフライン、通信ではなくてスタンドアローン、独立しているテ

レビゲームやインターネットに比べましても、ずっと過剰使用になりやすいものでござい

ます。先ほど申しましたように、家族でテレビゲームを適切な時間楽しむということであ

れば、私はむしろよいことであると思っておりますが、オンラインゲームを中心とするメ

ディアに余りに膨大な時間を投入してしまうというのはやはり問題で、これは特に対策を

とるべきものと思いまして、やや細かいかもしれませんが、ここであえて挙げさせていた

だいた次第でございます。 
 以上、申し上げてまいりましたことは、基本的に個々の家族や個人の取り組みや心掛け

の問題でございます。家族のきずなを深めるために育児支援策等の制度的な取り組みを行

うことは勿論非常に重要なことでございますが、それはあくまでお膳立てでございまして、

最終的にはそういうお膳立てを生かす個々の家族や個人の取り組みや心掛けが重要になろ

うかと思っているわけでございます。今回の国民運動もそうした取り組みや心掛けを促す

場としての意味が大きくあるものかと思いますけれども、今後も引き続き制度面と心掛け

の面の物心両面からの取り組みをいただくことが重要なことではないかと感じております。 
 以上でございます。どうもありがとうございました。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 理化学研究所ユニットリーダーの津本先生、お願いします。 
○津本ユニットリーダー 私は脳研究者ですけれども、今の孤食の問題、それから、坂元

先生のお話に関係しますので、簡単に２～３分で私の意見を述べさせていただきます。 
 資料２の４ページに私の意見をまとめておりますが、人の脳の特徴は勿論言語を操ると

いう言語の問題もあるんですけれども、もう一つは、顔ニューロンというのがありまして、

相手の顔に反応する領域というものがございます。相手の顔あるいは目つき、目を見てコ

ミュニケーションするというのは、人の脳の長い進化の果てに出てきた特徴であります。

ですから、コミュニケーションのポイントは言葉と相手の顔、目を見ると。相手の目を見

て相手の気持ちをくみ取るというのが我々の脳のでき方であります。 
 ところが、私の問題意識は、最近のいわゆる高度情報化社会の中で、あるいは子どもた

ちの間で全然顔を見ずにメールだけでやっているという傾向が非常に強くなっておりまし

て、それは行動情報化社会の中の大きな問題であって、それが子どもの脳の発達にどうい

う影響を及ぼすかというのは、脳研究で非常に重要なテーマでありますが、これから大き

な社会問題となるのではないかと。 
 特に、相手の顔を見て気持ちが読み取れないということは、脳の中では側頭葉とか扁桃

体というところがやっているんですけれども、そういうところの異常が相手の気持ちを読
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み取れない、そういう発達異常が見られるという結果も出てきまして、いかに顔を見て言

葉を交わすということが非常に重要であろうと思っております。 
 そういう面から見ますと、地域であるいは学校で、あるいは保育園、幼稚園で、顔を見

て言葉を交わすという運動が非常に重要ではないかと思っております。 
 もう一つは、資料の４ページの下の方に書いてありますが、これは古くから知られてい

るデータでありますが、マウス・ラットを１匹だけ育てるのと、たくさんのラットと遊ば

せながら育てるのでは、脳の発達が随分違うということは古くから知られておりまして、

そういう意味では、できるだけ地域なり学校でたくさんの子どもたちと一緒に育てるとい

うのは、脳の発達にとっても非常に重要であろうと思っております。 
 あとは、この４ページを読んでいただければと思います。 
 以上でございます。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 では、久留米大学の橋本先生から是非、一言お願いいたします。 
○橋本教授 現場で家族や子どもたちと戯れている立場から、３つほど指摘させていただ

きます。 
 今日は黒川先生もおっしゃいましたけれども、今いわゆる保育教育の一つの構造として、

家庭、地域、学校という三層構造があったんですけれども、それが崩壊しているというの

が非常に大きなポイントだと思います。特に、学校、地域の崩壊があって、それが家庭に

しわ寄せで物すごく襲い掛かっている。そのために家庭が崩壊しているという現象が多分

にあるのではないかと思います。 
 もう一つは、根本の少子化ということですけれども、運動を進めていく上で、今言われ

ているのはどうも大人の立場で言われている少子化運動が多いと思います。子どもが足ら

なくなって経済が危なくなる、年金がもらえなくなる。そういうことしか外に流れてきま

せん。もっともっと子どもの立場に立って少子化を考えていただきたい。 
 例えば、中国の田舎と日本の小学校で比べたデータがありまして、「目上の人を尊敬しま

すか」という問いに対して中国の子どもたちの 97％がとても尊敬しますと。日本は二十数
パーセントでした。「具体的に誰を尊敬しますか」という問いに対して、中国の子どもたち

は、まず学校の先生が一番に出てきました。日本は１～２％しかありません。その次に、

祖父母、ほか両親です。日本は幸いまだ２位、３位は両親、祖父母がありますけれども、

この点から、数だけ増やせば済む問題かというのを改めて考えないといけないと。目上の

人を尊敬しない、両親を尊敬しないような子どもの数だけ増やして日本は本当に安泰でし

ょうか。そういうところから、これから生まれてくる子どもたちをいかに育て上げるかと

いう長いスパンで、本当にこの運動を考えていかなければいけないのではないか。 
 もう一つ子どもの立場で言わせてもらいますと、病児保育、病後児保育は、親が会社を

休めないから仕方なしやっています。親が手を挙げますと１票がありますから、すぐ行政

は動きます。では、預けられた子どもたちはどうなんでしょう。子どもはどう叫んでいる
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か。病気のときぐらい親に横にいてほしい、甘えたいと子どもは叫んでいると思います。

これが全く行政に出てこずに、親の方だけの都合で行政が進められている。両面、二輪と

同じように施策をしていかなければいけない。企業の表彰もありましたけれども、例えば、

忌引き休暇などがあります。それを年に何回かつくって、会社・企業がそれを受けてやっ

てくれるところは、国がそちらに支援・サポートしていく、そういうことも一緒に考えて

進めていかないと、どうも片手落ちの行政が進んでいると思います。 
 もう一つ、今日の話題の中で内田先生の「３歳児神話」という言葉が出てまいりました

けれども、これは非常にまだ混同しております。例えば「三つ子の魂百まで」という言葉

があります。これとこれとどういう関係があるか。例えば、ある市で「三つ子の魂百まで」

という課をつくって一生懸命やっておられる。すごくいい成果を上げておられます。これ

と「３歳児神話」という言葉の意味を正確にしていかないと、３歳児神話というのはただ

ただ子どもを家庭に入れておけばいいというのとは全く違って、基本的にはやはり３歳ま

での育児は大切ですよということが根底にあると思うんです。だから、ここを注意して進

めていかないといけないと思います。 
 その中で、家庭におけるより保育所に預けた方が成績がよかったというデータが出てま

いりましたけれども、当然の今の家庭だったら、そういうデータが出てくる可能性があり

ます。だけれども、本来の家庭だったらデータはどう違うでしょうか。だから、今結果が

こうだから、みんな子どもを保育所に預けるようにしましょうとなったら本末転倒になる

と思います。その点も考えて、今日気付いたことを申し上げました。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。 
 ほかに御意見ございませんか。それでは、先ほどお手を挙げられた、長年にわたって家

庭の運動を続けて来られた日本ＰＴＡ全国協議会の木村専務理事からお願いします。 
○木村専務理事 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。 
 今までいろいろ先生方の御意見とかいろいろな形をお伺いして、いわゆる子を持つ親の

団体でございます。全国に 1,000 万人からおりまして、３万人以上の家庭のこと、学校の
こと、子どものことを考えながら会長さんたちが頑張っている組織でございます。先生方

がいろいろな形で研究いただいたことを政府の政策としてやっていただくことをしっかり

受けとめて考えて、我々が一人でも多くそういったことを自分のこととして思えることが

本当の運動展開なのかなと思いました。 
 ですから、私は意見ということではないんですが、是非全国 1,000 万人会員、そして３
万人以上の一生懸命頑張っているＰＴＡ会長さんを中心に、やはり我々の組織を是非使っ

てほしいと思いますし、それと、私自身が感じたことなんですが、家庭と地域のつながり

の中で、私は結婚をいたしまして引っ越しをして知らない地域に行きました。最初のころ

は地域になかなかなじめません。ところが、子どもが学校に行き、ＰＴＡ活動をさせてい

ただくことによって、地域の皆さんとのつながりができて、本当に今、地域の方と親しく

付き合わせていただいて、地域活動にも積極的に出られるような体制になっています。で
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すから、ＰＴＡ活動が地域活動にもつながるんだと。我々もＰＴＡ会員は地域人であるし、

家庭教育をしっかりやらなければいけないんですけれども、戻って家から出れば地域人で

もあるという自覚を忘れず、家庭教育もやっていきましょうみたいなことも話をさせてい

ただいていますので、是非、我々の組織をいろいろな意味でお使いいただいたり、先生方

の御意見を我々も一生懸命いろいろなところで聞かせていただきますが、やっていきたい

なと思いました。 
 以上です。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございます。 
 時間もそろそろ来ておりますが、御予定のある方どうぞ。最後に一言という方はいらっ

しゃいますか。全国保育協議会の小川様、お願いいたします。 
○小川会長 子どもを産むまでに、既に子どもを産むことについて大きな不安がございま

すし、また、そういった産むことへの不安がブレーキとなって子どもを産まないというよ

うな実態もたくさん聞いております。また、生まれるまで、そして生まれた後にも不安が

増加しているという現実もございます。全保協といたしましては、子どもが健やかに育ち、

不安なく子育てできるような支援といったものを制度の枠の中で、また、児童福祉施設と

しての社会貢献として行っていきたいと思っておりますが、そこで、子育ての支援の視点

というものがまさにきずなであると。家族あるいは地域のきずなを強め、そして、地域の

つながりを強める、再生するというように視点を置いております。 
 その中で、特に胎生期にある親子の関係、非常に不安が続いておりますので、先ほど小

林先生の御指摘もございましたが、子どもにその不安がいろいろな形で生後の人格形成に

影響を及ぼしているという実態もございます。そういった胎生期の親子のきずな、父親あ

るいは家族といった母親へのサポートをどう強めていくか、ここにスポットを当てた支援

を考えていきたいと考えております。 
 それと同時に、この運動をもっと胎生期から中高生への重要性の啓発という視点からも

考えていただきたいとな思いますし、また、啓発の対象を国民とする場合に、往々にして

現在活躍されている方というのが国民の対象になりがちですけれども、やはり地域で子ど

もが育ち、地域で家族を強め、地域の再生をするというのは、まさに老若男女がかかわら

なければならない。先ほど千葉大学の明石先生が神社の例を出しておっしゃいましたけれ

ども、まさにそういうものが必要であろうと思いますので、その広報の言葉がすべての老

若男女に伝わっていくような趣旨の広報をお考えいただければと思っております。 
 以上です。 
○齋藤官房審議官 ありがとうございました。大変長時間にわたり貴重な御意見をいただ

きまして、ありがとうございます。時間もまいりましたので、この辺で今日の議論を締め

くくらせていただきたいと思います。 
 最後に、上川大臣から閉会に向けてのごあいさつを申し上げます。 
○上川内閣特命担当大臣 私は、今回の福田内閣で特命担当大臣を拝命いたしました上川
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陽子と申します。今日は、冒頭から出席することができずに、大変恐縮でございましたけ

れども、専門家の皆様の熱意のこもったすばらしいさまざまな視点からの御指導に対しま

して、まず、心から感謝申し上げる次第でございます。 
 私自身も自分の子育てのときを重ねながら、今聞かせていただきまして、これからの私

たちの社会を担う子どもたちのために、全力で働く決意を新たにさせていただいたところ

でございます。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 本日いただきました貴重なお話につきましては、今後、国民運動を進める上で、国民の

一人一人にしっかりと考えていただく意味での重要な問題提起をしていただいたと思って

おります。その意味で、ホームページに掲載させていただきまして、国民の皆様へ広く情

報発信をしていくとともに、これからの活動に必要なパンフレットにも盛り込ませていた

だきまして、全国に幅広く周知ができるように、また、御利用いただけるようにしてまい

りたいと思っております。 
 私は、少子化担当の、また、男女共同参画、そして、青少年の育成と食育という４つの

所掌を預からせていただいておりまして、今日の大変幅広い専門家の皆様のお声に対しま

しては、一つ一つ大変参考になったところでございます。また十分にそしゃくして、これ

からの施策に活かさせていただきたいという思いでおります。 
 今回、国民運動に参加する上で、私は３つの視点というのが大事ではないかと更に今日

の会議に参加して強く感じたところでございます。まず第１点目は、新しい家族・地域の

きずなの創造であります。今、御指摘の中でも家族や地域のきずなが弱まっているという

ことについて、統計的なデータも含めて御指摘をいただきました。そして、家族のきずな、

そして、地域のきずなを再生していくということは大変大事なことであるということにつ

いての国民的な合意もあると思っております。その声にしっかりと耳を傾け、同時に 21世
紀の少子高齢社会にふさわしい、新しい家族・地域のきずなを創造していくということが

大事ではないかと思っております。 
 第２の視点でございますが、「くるみん社会」の実現であります。次世代育成支援対策推

進法に基づきまして、一般事業主行動計画を策定・届出し、当該計画の目標を達成したこ

となど一定の基準を満たした企業として、厚生労働大臣の認定を受けた事業主がつけるこ

とができる愛称マークが「くるみん」ということでございます。この「くるみん」は大切

な赤ちゃんを大事にくるむという「おくるみ」と、そして、職場あるいは会社全体で子ど

もの育成に取り組んでいこうという意味が込められていると思います。私はこの「くるみ

ん」の視点に立ちまして、企業や家族や地域や国家などのあらゆるレベルで持つことが大

切ではないかと思います。 
 そして、第３の視点は、今日も共通して御指摘いただきましたワーク・ライフ・バラン

スの推進でございます。お話の中に出ましたワーク・ライフ・バランス、ライフ・ワーク・

バランスという御指摘もございましたけれども、この推進につきましては現在、政府部内

に設置しております「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」の場におきまして、
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民間の有識者の皆様にも御参加を願って、そして、その根幹となる憲章と行動指針の策定

に向けた検討が鋭意努力されていると理解しております。多様性に富んだ活力あるワー

ク・ライフ・バランスの社会の実現ということは、日本の社会の構造改革として極めて重

要と考えております。その意味で、ワーク・ライフ・バランスの推進の憲章と行動指針の

策定に向けての更なる努力ということについて、先生方の一層のお力添えをいただけたら

と存じ上げるところでございます。 
 その他にも数々の御指摘がございましたが、私としては３点ございまして、１点目は、

力強い国民運動を進めていくためには、やはり政府が構成しているさまざまな専門家会議

を中心として、いろいろな角度から取り組んでいるということでございまして、一体化す

ることが大変大事ではないかという御指摘でございました。これは、この一内閣の中で議

論すべきことではございませんので、幅広くまた議論・検討を詰めさせていただいて、そ

ういうことの重要性ということについては大変大事だと私自身は思っておりますので、１

点目としてその点についての検討をいたしたいと存じます。 
 ２点目は、広報戦略の戦略体系をしっかりとつくって、それにのっとって幅広く関係す

る皆様に共同で参加していただきながら、その輪を広げていくという意味での力強い戦略

策定と実施ということです。この点についても今日御指摘をいただきましたので、より効

果が出るように、また、より深く国民の皆様に理解していただくことができるように、そ

して、そのことを通じて社会全体の構造改革に資することができるように取り組んでまい

りたいと改めて申し上げたいと存じます。 
 ３点目でございますが、今日の大変短い時間の中に、専門家の皆様の長年の御見識の中

で積み上げられてきた知恵というものを強く感じたところでございます。この知恵をどう

生かしていくことができるのかということについては、政府の大変大きな課題であるとい

うことを改めて実感させていただきました。同時に、先ほどのＰＴＡの全国組織を是非一

緒に使ってほしいというようなお話がございまして大変心強いことでございます。名前は

触れませんけれども、それぞれの団体の皆様にも全国組織の中でこの問題について協力し

ていただけるという強いお気持ちをちょうだいすることができましたので、その点につい

ては広報戦略の実施という面においても、十分に御協力いただけるようによろしくお願い

申し上げる次第でございます。 
 大変お忙しい中御出席いただき、また、数々の貴重な御示唆に富みますお話をいただき

まして、本当にありがとうございました。今後とも引き続き、本国民運動にさまざまな観

点から御指導をいただきますようお願い申し上げると同時に、これからの国民の皆様に対

しての大変大事なテーマでございますので、この課題をしっかりとそしゃくして推進して

いくべく一同努力してまいりたいと思います。どうぞこれからもよろしく御指導をお願い

申し上げまして、私の閉会に即してのごあいさつに代えさせていただきたいと存じます。 
 本当にどうもありがとうございました。 
○齋藤官房審議官 今日は、長時間にわたり時間をオーバーして熱心な御議論をありがと
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うございました。これをもちまして、本日の有識者会議を終了させていただきたいと思い

ます。 
 本日は、本当にありがとうございました。 


