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子育て応援コンソーシアム 第５回会合 議事録 

 

日時：令和元年 11 月 12 日（火） 

場所：丸ビルホール＆コンファレンススクエア 

 

＜第一部＞ 

【１】主催者挨拶 

司会：皆様、大変お待たせしました。ただ今より「さんきゅうパパ」プロジェクト PR イベ

ントを開催させていただきます。私、本日の司会進行を務めさせていただきます須藤

美帆と申します。どうぞ最後までよろしくお願いします。はじめに、主催者の内閣府

を代表して、内閣府特命担当大臣少子化対策担当、衛藤 晟一よりご挨拶申し上げる予

定でございましたが、国会のため、急遽欠席となりましたため、代理として、内閣府

大臣官房総括審議官、渡邉清より、ご挨拶申し上げさせていただきます。 

渡邉：経済三団体の皆様、この後、ご登壇されます企業の皆様、そして、お集りの皆様、

本日はご多用にもかかわらず子育て応援コンソーシアムにご参加いただきまして、厚

く御礼申し上げます。ご紹介いただきました、内閣府で総括審議官を務めております

渡邉でございます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は今、司会の方からもお話がありましたが、衛藤晟一大臣がご挨拶申し上げる

予定でございましたけれども、衆議院の消費者問題に関する特別委員会、今のこの時

間でもまだ審議中でございます。急きょ、この特別委員会への出席のため、本会合へ

の参加が叶わないことになってしまいました。誠に申し訳なく思います。 

 つきましては、主催者を代表いたしまして、私からご挨拶をさせていただきます。 

 わが国は国難とも呼ぶべき急速に進む少子化という最大の課題に直面しておりま

す。 

 この課題克服のためには、子育て世帯や子供にやさしい社会、その温かみを誰もが

実感できる社会を実現することが極めて重要でございます。 

 そのため、広く団体、企業の皆さんのご参加を得て、子育てを応援する社会的機運

を醸成するという目的で、このコンソーシアムが立ち上げられました。 

 このコンソーシアムでは、これまで「公共交通」、「サービスエリアや道の駅」、「農

林水産業」等といった個別の分野に焦点を当てて業界団体や企業の皆様と意見交換を

してまいりました。 

 また直近、第４回目の会合では、企業の方に育児休暇の取得促進の取組や育児に役

立つ ICT などの技術を活用した「ベビーテック」について取組事例の紹介をお願いす

るとともに、それらの取組を団体・企業のトップの方が主導して取り組んでいく、上
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からの改革ということをお願いしていたところでございます。 

 子育てにやさしい社会の実現のためには、地域や家庭における子育ての担い手を増

やし、いわゆる「ワンオペ育児」を解消することが不可欠ですが、本日の発表は従業

員数の少ない企業であっても可能な育児休暇取得の取組、先進的な取組が含まれてお

ります。ぜひ本日の発表を参考にしていただいて第一歩を踏み出すきっかけ、それか

ら、今後の検討の参考としていただきたいと思います。 

 ぜひともそれを経営トップの方々による上からの改革として男性の育児休暇取得の

推進を進めていだだきたいと思っております。 

 以上、簡単ではございますけれども、私からの開会の挨拶にさせていただきたいと

思います。本日は本当にお集りいただきまして、どうもありがとうございます。そし

て、本日の会合が、ひとえに有意義になるよう期待をしながらご挨拶とさせていただ

きます。どうもありがとうございます。 

司会：渡邉総括審議官、ありがとうございました。 

 

【２】さんきゅうパパ広報大使任命式 

司会：それでは、これより「さんきゅうパパ広報大使」の任命式を行わせていただきま

す。 

 内閣府は子どもが生まれたら、半日でも休みを取って家事・育児を行うという「さ

んきゅうパパプロジェクト」認知拡大にわたり、小林よしひさ様を、さんきゅうパパ

広報大使に任命し、着任していただくことになりました。 

 小林よしひさ様は 60 年の長寿番組『おかあさんといっしょ』で、歴代最長 14 年

間、体操のお兄さんを務め、今年の３月に番組を卒業されました。昨年 12 月には第一

子も誕生され、まさに育児真っ只中でいらっしゃいます。 

 それでは、小林よしひさ様、渡邉総括審議官、ステージ中央までお越しください。 

司会：それでは、任命状を授与いただきます。 

渡邉：任命状、小林よしひさ殿。あなたを「さんきゅうパパプロジェクト」の広報大使に

任命します。さんきゅうパパが増え、家族や企業や社会に笑顔が増えるよう啓発活動

に協力をお願いします。令和元年 11 月 12 日、内閣府特命担当大臣 衛藤晟一。 

 代読させていただきました。よろしくお願いします。 

司会：以上、「さんきゅうパパ広報大使」任命式でございました。渡邉総括審議官、ありが

とうございました。 

 

【３】小林よしひさ様によるトーク 
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司会：さあ、それでは、あらためまして、小林よしひささんです。よろしくお願いたしま

す。 

小林：よろしくお願いします。 

司会：まさに今、じっくりと任命状をご覧になっていらっしゃいましたけれども、「さんき

ゅうパパ広報大使」着任、おめでとうございます。 

小林：ありがとうございます。 

司会：どんな意気込みか、皆さんに聞かせていただけますか？ 

小林：はい、大変光栄なものに着任させていただき緊張しておりますが、今後、「さんきゅ

うパパプロジェクト」、しっかりと啓蒙活動を続けて、頑張っていきたいなと思ってお

ります。 

司会：心強いお言葉をありがとうございます。昨年の 12 月にお子様がお生まれになって、

今、子育て真っ最中ですが。 

小林：はい。 

司会：実際に育休って、どのぐらい取られましたか？ 

小林：はい。積極的に取っていたんですけれども、ちょうど、以前出演しておりました

『おかあさんといっしょ』という番組の卒業が決まったタイミングでもあったので、

少しずつ仕事のほうも落ち着いてきていまして。なので、週に数日であったりとか、

一日の午後の部分であったりとかをお休みにしていただいて。当時は、妻とともに妻

の実家のほうに戻って両親のサポートを受けつつ、一緒に育児に参加していました。 

司会：奥様のご実家にも一緒に帰られて結構長い間、生まれたときから積極的に育児にか

かわっていらっしゃったんですか？ 

小林：そうですね。休みが取れたということで、数日仕事に来る時間はあったのですけれ

ども、実家に戻ったことで、それが大変だということはなかったので、非常に安心し

てサポートを受けながら参加できました。 

司会：スタートとしては、すごくいいスタートでしたね。 

小林：はい。本当にありがたいなと思っております。 

司会：そうですね。そして、今、育児をしていらっしゃいますけれども、いろいろな印象

的なエピソードが出てきていると思いますが、いかがでしょうか、いくつか聞かせて

ください。 

小林：そうですね。本当にとにかく出産の瞬間というのは非常に印象的で、本当にこの上

ない幸せを得たのですけれども、妻の妊娠が分かったときも幸せを感じ、そこから、
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エコーの映像であったりとか、妻のおなかが膨らんでくるという具体的なものを見る

ことでも徐々に徐々に幸せというものが膨らんでいって、いざ出産を迎えたときとい

うのは、自分が想像していた以上の幸せを感じられたなというのが非常に今でも印象

的に残っています。 

司会：そうなんですね。 

小林：はい。 

司会：よしおにいさんとしては、今も「体操だよー」とか言って…、動かしたりされてる

のですか？ 

小林：そうですね。生まれたときから、何でしょう、動くことが好きなのかなと思うぐら

い、動く子ではあったので。 

司会：そうなんですね。 

小林：はい。今では、今朝も早めに起きて一緒に遊びながらいたんですけれども、今は顔

をわしづかみにしたりするのが好きなので、今朝も顔に傷が付いてたのですけれど

も。 

司会：（笑） 

小林：はい。そんなことをしながら楽しくやっています。 

司会：育児あるあるですよね、思わぬところにいろいろな傷がついてしまうという。 

小林：そうそう、はい。 

司会：それも楽しい瞬間ですし。 

小林：楽しいですね、はい。 

司会：子どもがいるということが本当に幸せだと思うのですけれども、そうは言っても、

やっぱり、いろいろな悩みも大変なこともあると思います。 

小林：うーん、そうですね。 

司会：どうやって解決していますか、育児の悩みは。 

小林：はい。そもそも悩みだらけなので、その都度、自分の中にあるものであったりと

か、自分らしく解決していこうというように考えていて、例えば、娘がちょうど２カ

月、４カ月のところで、夜、突然泣き出して、なかなか泣き止まないなという時期が

あったのですけれども、そこはあえて、妻はお風呂に入ってゆっくりしていただい

て、その間、自分は娘を抱っこして、少し揺らしてあげるのが好きだったので、これ

はチャンスだと思って、鍛える時間にしようと思って自分もスクワットしながら、ず
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っとこうしていると鍛えられるし、結果、娘も寝てくれるというので、何かプラスに

考えて乗り越えようかなというようにしていました。 

司会：それは素晴らしいですね。これは今、全国のパパの参考になっていると。 

小林：はい。ぜひ、体も鍛えられますから。 

司会：そうですね。 

小林：はい。 

司会：スクワットの時間にすればいいのですよね。つい、やっぱり、泣くと、どうして

も、「ママー」ってなって、「ママ、ママ、泣いちゃっている」といって、それで、お

父さん、どんどん育児から離れていってしまうというのもあるので。 

小林：あえて、妻はお風呂に入ってもらって。 

司会：そうなんですね。 

小林：はい。 

司会：いや、素晴らしいです。これは本当に、ぜひ、今日はマスコミの皆さんいらっしゃ

っているので、これを伝えていただきたいと思います。 

小林：お願いします。（笑） 

司会：小林さんなりの子育ての術というか、子育て術みたいなものというのはあるのでし

ょうか？ 

小林：そうですね。もともと子どもにかかわる仕事というのを続けてきているのですが、

やはり、育児というのは、それとはまた大きく違うものだったので、常にその悩みで

あったり、失敗であったりというのは多かったのですけれども、その中で聞く言葉

で、「あまり頑張りすぎないでね」なんていうのもあったのですけれども、自分として

は何だろう、思いっきり頑張って、失敗しても、くよくよせずに進んでいって後悔の

ない育児にしたいなと思って、それでこうやっていこうと思っていたのですが、育児

としては１年生ということなので、育児法というよりは、そういった何か心持ちとい

う形で、皆さんに伝えられたかなと思っています。 

司会：そうですね。 

小林：プラス自分なりにできることというと、やはり、子どもの遊びというのをずとやっ

てきたもので、手遊びだったり体操なんかをして、子どもにかかわっていくというの

は、一つの子育て術なのかなと思っています。 

司会：そうですね。今日は、その子育て術の中の一つの『手遊び歌』を披露いていただて

もよろしいでしょうか？ 
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小林：もちろんです。 

司会：ぜひ、あの。 

小林：よろしいでしょうか。 

司会：今日は大人しかませんけれども。 

小林：そうですね。（笑） 

司会：大人の皆さんも一緒にやっていただけると、よしおにいさんもやりやすいかなと思

います。ぜひ皆さん、ご一緒によろしくお願いいたします。 

小林：はい、では、皆さん、子どもに返った気分でというとなかなか難しいとは思うので

すけれども、皆さんが知っているような手遊びを少しアレンジして、私、いつもオリ

ジナルのものをやっていて、これは、かなり子どもの鉄板のものなので、紹介したい

と思っております。 

 まず、『パンダうさぎコアラ』というお歌、知っている方、いらっしゃいますか？ 

あ、いらっしゃいますね。まず、これと『大きな栗の木の下で』。これは、たぶん、有

名なものなので知っていると思います。それに、今から『とんとんとんのひげじいさ

ん』という手遊びをすべてミックスしてやってみたいと思いますので、ぜひ皆さんご

一緒に、簡単ですので、やってみてください。 

 では、グーを二つ用意してださい。できましたか？ 最初は「とんとんとん」から

です。いきますよ。 

♪とんとんとんとん ひげじいさん 

とんとんとんとん こぶじいさん 

とんとんとんとん パンダ うさぎ コアラ あら？ 

パンダ うさぎ コアラ 

パンダ うさぎ ゴリラ 

パンダ うさぎ ゴリラ 

パンダ うさぎ こぶじいさん 

とんとんとんとん メガネさん 

とんとんとんとん 手は上に ヒラヒラヒラヒラ！ 

大きな栗の木の下で あなたとテングさん はい 

とんとんとんとん 手は上に ヒラヒラヒラヒラ！ 
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手はおひざー♪ 

となります。 

小林：ありがとうございます。 

司会：ありがとうございます。これ、大人でも楽しいですよね。 

小林：そうですよね。 

司会：楽しいですね。これは、それぞれ、その回ごとにアレンジを変えて。 

小林：そうですね。何にでもできるので。パンダ、うさぎ、ライオンでもいいですし。は

い、いろいろ変えられるという。 

司会：そうですよね、確かに、そこ、三つぐらいをミックスすることで毎回違うものがで

きるから、子どもは喜びますね。 

小林：そうですね。あと、知っているお歌が、いい意味で裏切りが起こると、子どもとい

うのは、すごく楽しんでくれるので。 

司会：はい、分かります。「ゴリラー」のところ、めちゃくちゃ楽しそうな。 

小林：そうですね。 

司会：ですよね。お嬢さん、ちなみに、どこの場所が一番好きなんだよとか、そういうの

は。 

小林：まだ 10 カ月なので、なかなか分からない部分ではあるのですけれども、ただ、こっ

ちが楽しくやっているのを見ると、「ヘヘヘー」って笑って、ずっと見ていますね。 

司会：可愛いですね。本当に幸せな瞬間ですよね。 

小林：はい。 

司会：いや、今日は、おにいさんに、おにいさん流の新しいハイブリット技を教えていた

だきましたので、まねしていきたいと思います。ありがとうございます。 

小林：はい、ありがとうございます。 

司会：さあ、それでは、今日の最後に、日本中の「さんきゅうパパ」の皆さんに向けてメ

ッセージをお願いいたします。 

小林：はい。育児というのは悩みも尽きませんが、それ以上に幸せがあると思います。一

緒に悩んで、一緒に楽しくやっていきましょう。そして、子どもたちとのかけがえの

ない時間を、しっかりと育休を取ることで味わってみてください。今日は本当にあり

がとうございました。 
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司会：ありがとうございました。「さんきゅうパパ広報大使」、小林よしひささんでした。

どうもありがとうございました。 

小林：ありがとうございました。 

 

＜第二部＞ 

【１】出席メンバー紹介 

司会：それではこれより、「子育て応援コンソーシアム」第５回会合を開始させていただき

ます。 

 まずはじめに、本日の出席メンバーをご紹介させていただきます。 

 恐縮ではございますが、お名前をお呼びいたしましたら、その場でご起立、一礼を

お願いいたします。 

 日本経済団体連合会 常務理事 井上隆様の予定でございましたが、急遽、ご都合

により欠席となりました。本日、代理の肥田美智子様です。 

司会：日本商工会議所 理事・事務局長 杤原克彦様です。 

司会：経済同友会 常務理事 菅原晶子様の予定でしたが、急きょ、ご都合により欠席と

なりました。代理の近藤学様です。 

司会：株式会社メルカリ People Experience Payroll チームマネージャー 望月達矢様

です。 

司会：株式会社キャッチネットワーク 代表取締役社長 松永光司様です。 

司会：株式会社サカタ製作所 代表取締役社長 坂田匠様です。 

司会：子育 Tech 委員会 株式会社カラダノート 彦坂真依子様です。 

司会：ユニファ株式会社 代表取締役社長 土岐泰之様です。 

司会：皆さま、本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、育児休暇に関する優良事例３例とベビーテック関連の優良事例２例をご紹

介させていただきます。 

 ここからの進行は、ダイバーシティコンサルタント 渥美由喜様にお願いいたしま

す。 

 渥美様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【２】優良事例紹介 
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渥美：渥美と申します。 

 私も 2006 年と 2010 年に育児休業を取得いたしました。とてもありがたい体験で、

先ほどよしひさお兄さんのおっしゃるとおりだなと思っております。 

 今日は３社、育児休業取得、男性の育児休業取得に関して優良事例をご紹介いただ

きます。 

 まず最初の企業からご紹介いただきたいと思います。 

 まず、男性育児取得、私、育児休業を取ったときに「イクメン」という言葉を使い

始めて、『イクメンで行こう！』でも書いたのですけれども、そのときに、男性育児取

得に関しては、三つのロスがあると申し上げました。 

 一つ目は所得ロス、二つ目は業務の知識ロス、三つ目はキャリアロス、この三つの

ロスに関して、これからご紹介いただく３社というのは、いずれもいろいろな工夫を

されて、男性社員が育休・産休、取りやすい職場環境をつくっているというところが

特徴的かと思います。 

 それぞれの企業に工夫されているのですけれども、まず１社目、メルカリ、チーム

マネージャーの望月様から、メルカリさんの取組をご紹介いただきたいと思います。 

 

●事例紹介 育児休暇関係①：株式会社メルカリ 

望月：メルカリの望月と申します。よろしくお願いします。 

望月：簡単に自己紹介させていただければと思うのですが、私はメルカリで働き方や福利

厚生を主に担当しているチームの責任者をやっております。僕も、ちょうど１歳半の

息子がいまして、１年半前に１カ月半の育児休業を取得しました。 

 妻が命懸けで命を産む瞬間というのは、僕の人生の中で間違いなく最も美しい瞬間

だったと思いますし、僕は人生で命懸けで何かをやっている人を初めて見ました。そ

の瞬間に立ち会ったときに思ったことは、僕は、すごく無能で、肉体的には何にもサ

ポートできないと思いました。なので、ぼくはこの人のために何か役立つことがあっ

たら、些細なことでもやろうと思いますし、それをもう少し明文化（具体的に）する

と、妻を精神的に一人にさせるようなことはしないようにしようと思いました。そん

な気付きがあったのは、僕が育児休業を取った初日のことです。 

 育児休業を経て、僕は素晴らしい体験をしたと思っていますし、そんな気付きをメ

ルカリの社員にも感じてほしいと思っています。今日はこのような機会をいただけま

したので、われわれの会社がこの素晴らしい体験を多くの人に経験してもらうため

に、会社ではどういう取組や文化情勢をしているのか。そして、制度の詳細の紹介だ

けではなくて、会社としてどういうマインドでこの制度を運営しているのか、という

ところも紹介させていただき、少しでもみなさまの参考になればと思っています。 

 まず、会社の概要を簡単に紹介させていただきます。メルカリは６年前にできた会

社になります。従業員数やオフィスは、ご覧のとおりになります。 
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 続いて、コーポレートミッション「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレ

イスを創る」についてですが、私の妻も、子どもの服をメルカリで買っていたりする

のですが、簡単に言うと捨てるものがなくなるような世界になればいいなと思ってお

り、それが日本だけではなく世界にも広まり、世界的なマーケットプレイスにしてい

くことを目標に、われわれは日々業務にまい進しています。 

 われわれの会社および社員が日々の取組の中で強く意識しているのがバリューとい

うものです。この後、紹介させていただく制度はこのバリューを前提にしている部分

も大きいので、紹介させてください。 

 このバリューというのは、わかりやすい言葉で言うと行動指針みたいなものです。 

 バリューは「Go Bold」「All for One」「Be a Pro」の 3つです。社員は常にこのバ

リューを意識しており、たとえば私であれば、社長の山田よりも日々、産休・育休の

ことだったり、社員の働き方だったり、労務まわりのことに多くの時間を費やしてい

ます。ですので、この労務分野での専門性は経営陣にも負けていないと思っています

し、Be a Pro を意識して日々業務に取り組んでいます。ただ、一人ではできることは

小さく、メルカリをよりよい環境にするには、チームの力を合わせ、チーム全員が最

大のパフォーマンスを発揮しないと実現できないことが多く、All for One を意識し

て事業成長を支えています。 

 そして、専門性が僕は高いわけではないですが、僕が仮に専門性が高いプロフェッ

ショナルだとしたら、そういった専門性を持っている人たちが置きにいかずにチャレ

ンジし続けることが大切で、それを Go Bold を意識した行動と呼ぶのかなと思いま

す。 また、バリューと同じくらい強く根付いているのがこのスライドのカルチャー

の話で、メルカリの制度を語る上でカルチャーは大事なところですので、触れさせて

いただきます。少し後でも触れますが、たとえば、社員が長期のお休みに入ると、ど

うしても戻ってきた後に浦島太郎状態になりがちです。復職後に、会社やチームで何

が起きているのかが全然分からないみたいな状態です。そういった状況を少しでも起

こさないようにするために、いや、育休などの長い休暇に限らずですが、メルカリで

は経営会議の議事録だったりとか、人事のマネージャーミーティングの議事録とかも

常にオープンにしていて、全社員が見ようと思えばいつでも見れる状況をつくってい

ます。 

 そこの根本となっているのが「Trust & Openness」です。これを日本語っぽく表現

すると、「性善説」という言葉が近しい表現なのかなと思っています。 

 ニワトリ、タマゴではないですけれども、一旦、会社から社員を信じてみる、それ

を口だけではなくて行動に起こしてみる、こういうことがあるからこういうルールを

つくろうではなくて、信頼できる人たちの集まりだから全部公開してみよう、そんな

イメージでやっています。 

それが「Trust & Openness」です。 

 性善説という言葉でもいいのですけれども、ノンジャパニーズスピーカー（外国籍

の人）は、あまり性善説という言葉にピンと来なかったり、日本人でも拡大解釈して
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しまうこともあるので、この表現にしています。ここまでが会社の概要やカルチャー

の紹介になります。 

 本日の議題のメインとなるところは、このスライドの働く環境としてのメルカリと

いうところかなと思います。 

 このメルシーボックスの「メルシー」というのは、フランス語で「ありがとう」と

いう意味で、「ボックス」というのにも意味合いがあります。例えばですけれども、生

命保険とかも医療制度がどんどん変わってきているので、１年に１回、各社さんがい

ろいろな医療保険にアップデートしていて、多くの方が生命保険を切り替えたりして

いるかと思います。 

 会社の福利厚生制度も一緒で、常にトレンドに合わせて変えていく必要があると思

っています。たとえば、妊活の治療費がどんどん上がってきているから上限額を見直

そうや、産育休に対して国の方針とかが変わったらそれに合わせて制度を追加・削除

など、常にアップデートや出し入れをしていくよという意味でボックスという言葉を

使っています。 

 このメルシーボックスを含めた福利厚生のポリシーとしては、プラスのモチベーテ

ィブをするようなアップサイドの制度は原則導入せず、万が一のとき、働きたいけれ

ども働けなくなってしまったときに、自分では精神的にも経済的にも負担が大きいも

の、いわゆるダウンサイドについてはサポートするよ、としています。万が一のとき

というのは絶対に会社がサポートするから思いっきり働いてねという思いを込めてい

ます。 具体的にパパとママに関する主な支援と補助については、ここのページに簡

単ですがまとめてみました。例えば、産休・育休のところでいくと、復帰した後に復

職一時金を支給しています。この後にも改めて紹介させていただきます。 

 そのほかについては、本日の趣旨とは少しずれるかもしれませんが、不妊治療の支

援や、病児保育費の支援もしています。これもさきほど申し上げたダウンサイドのサ

ポートと考えており、働きたいのに子どもを保育園に預けられず、という状態のとき

にサポートしたいという思いで導入しています。 

 子育て Tech さんのパートでもお話あると思いますが、ベビーシッターとかどんどん

普及していけばいいと個人的には思っていますし、メルカリでは利用したときの費用

の補助をしています。 

 そのほかにも、育休を取って復帰をしたい。でも、認可の保育園に入れませんでし

た。そのときに、もう半年・１年待たずとも、認可と認可外の金額の差分は会社で補

助をするので、金銭に気にせず復帰してもらえるようにしています。 一番最後のペ

ージにデータを載せていますが、メルカリでは男性の育休取得期間の平均は約２カ月

です。また、80％以上の方が育休を取得しています。なぜこんなに長い期間かつ多く

の方が育休をちゃんと取れているんだろうというのを改めて考えてみました。 その

ときに、男性が育休を取得する際に三つの不安があるのではと考えるようになりまし

た。先ほど渥美様もおっしゃっていただいていたことと近しいのですが、まず所得・

金銭的な不安。次に、情報の不安。いわゆる浦島太郎にならないかどうか。そして、
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三つ目、これは多くの会社さんにもよくあることかと思うのですが、業務上の不安で

す。仮に会社が休んでもいいよと言ったとしても、自分の業務がパンパンで休めな

い、もしくは休むほうが逆に不安だ、チームに迷惑かけてしまうのではないかなどの

理由で休めないというものです。この三つの大きな不安を解消することで、男性育休

の実績がよくなっていくものと信じています。 

 まず、金銭の不安、つまり収入が減ってしまう不安に対しては、メルカリでは復職

した後に一時金をお渡ししています。休んだ後、結果として、国からの給付金と会社

からの一時金で給与とトントンだとしたら、ご家族の方も「トータルで給与（収入）

が減るわけじゃないんだね」となり、男性（旦那）の育休取得を前向きに考えてくれ

ると思いますし、男性本人もそれならむしろ育休を取ってみたいとなると思います。 

 ２つ目の情報の不安については、われわれは Slack というコミュニケーションツー

ルを使っており、このツールのおかげでだいたいのことが解消されています。お休み

中も、チームのミーティングの議事録や、会社全体の人事情報、経営会議の議事録な

ど、いずれも見られるようにしているので、復帰後の浦島太郎な状態というのは極小

化できているのではと思っています。 

 最後に、業務が属人化して休めないというところは、ここはすぐに１日、２日で何

かできるわけではないのですが、メルカリでは優秀な人であればあるほど計画的にき

っちり休む傾向があります。また、業務属人化の弊害は、育休取得時の不安だけでは

なく、チームメンバーで急きょご家族の介護が必要になって長期の休暇を取得すると

き、身内の不幸があったとき、病気・怪我など、万が一のことは常にありえます。 

むしろ、育休は、出産予定日がいつで、いつから育休に入ることが事前に分かります

し、ちゃんと前もって計画できるところがいいところです。ですので、会社として、

業務の都合で取得できないというのは、ちゃんと向き合っていけば対応できるものだ

と思っていますし、これについては大きい会社でも小さい会社でも IT の会社でもそう

でない会社でもできることだと個人的には思っています。このようなマインドセット

を会社のカルチャーとして根付かせるべきです。カルチャーとして根付かせるには、

影響力のあるトップの方から発信してもらうとよいと思います。 

 長くなって申し訳ありません。最後のスライドにメルカリの育休実績を載せていま

す。男性が左側です。先ほども少し触れましたが、育休取得率は 81％で、平均育休取

得期間は２カ月ということで、ほかの会社さんより長く取れているのではないかと思

っております。その要因は、今日紹介させていただいた取組をしっかりとしてきたか

らだと改めて感じています。 

 今日は時間も限られていましたので、細かいところまで触れることはできませんで

したが、われわれの会社の制度にご興味がある方は、いつでもご連絡いただければと

思っております。改めてになりますが、われわれの事例がきっかけとなって、日本で

男性の育休取得者が増えていくこと、そして国が一つの目安としている８割以上の取

得に貢献できればと思っております。 

 最後は駆け足になりましたが、発表は以上となります。ご静聴、ありがとうござい
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ました。 

 

渥美：望月様、ありがとうございました。 

 では、２社目、ご準備いただければと思います。 

 先ほど三つのロスと申し上げましたけれども。所得ロスに関しては、育児給付金と

いうのは、かなり日本は実質 80％という高い水準で、非課税で非社会保険の援助はそ

んなに大きくないということ。また、業務知識としてもメルカリさんみたいに業務を

オープンにして共有するというのは、これは働き改革を成功する重要なポイントで

す。キャリアロスに関しても夫婦で分担して取れば、こちらの部分もだいたい４カ月

の半年、それぞれ折半したので、キャリアロスもそんなに大きくない。 

 もう一つ重要な視点は、例えば、ノンアルコールビール、チャイルドシート、セン

サー付きの照明、このヒット商品三つは、いずれも育児休業、復帰後にワーキングマ

ザーが開発した商品です。そういうように精通して自分たちの業務を見直すというこ

とは、とてもいい、重要な視点かと思いました。ありがとうございました。 

 では、２社目、キャッチネットワーク代表取締役社長、松永様、お願いいたしま

す。 

 

●事例紹介 育児休暇関係②：株式会社キャッチネットワーク 

松永：お世話になります。キャッチネットワークの松永と申します。私どもの、働き方改

革を６年ぐらい進めてまいりまして、その中の男性社員の育休という話を今日はさせ

ていただけたらと思います。 

 まず簡単に会社概要です。キャッチネットワーク、たぶん、ここにいらっしゃるど

なたもご存じないと思います。愛知県の西三河南部に拠点を置きます、ケーブルテレ

ビの会社でございます。会社のミッションは地域の情報化を通じて、まちの活性化と

安全・安心のまちづくりに貢献する、いわゆる地域に貢献しなさいということをミッ

ションに生まれた会社でございます。 

 接続世帯と申しますのは、私たちのケーブル線でテレビをご覧いただいているお

宅・世帯が全世帯の６割ぐらいという会社でございます。また、社員の数ですが正社

員で 135 名、時給制の契約社員さんも含めまして直接雇用の方々が 193 名という会社

でございます。 

 まず、男性の育休に入ります前に、私どもが進めてまいりました働き方改革の全体

像だけお話をさせていただきます。目指す姿は、「社員が男女の別なく定年まで成長し

続け、活躍し続けられる会社になるため」ということでございます。女性活躍という

ことをやるためには、男性の働き方も変えなければならないということで、１行目の

「男女の別なく」、それから、働き方改革の１番のキーは、個人個人が成長してくれる

ことで、成長し続けるということが２行目に謳ってあります。 
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 働き方改革のイメージですが、一番左に定時間８時間プラス残業時間の労働時間が

あります。効率を上げて、生産性を高めることによって、より短い時間で同じアウト

プットを出す。時間が浮いてきますから、その創出された時間を一つはライフの充実

に充てる。自己研鑽とか育児・介護、それから、地域活動や社会貢献に充てていただ

きたい。 

 もう一つはワークのほうです。よりクリエイティブな仕事とか、さらなる業務改善

に充てて仕事をレベルアップしていく。このライフとワークが相まって、個人が成長

していく。成長してくれれば新たな気付きや価値創造が生まれて、また次の生産性向

上に結びついていくというスパイラルを働き方改革の理想というように考えていま

す。 

 今、日本中でワーク・ライフ・バランスという言葉がはやっていますが、私たちも

３年ぐらい前までこの言葉を使っていました。ただ、１日 24 時間でワークとライフを

対立軸で考えてしまいますと、どうも「ライフが大事だね」って言った途端にワーク

をいい加減にやって帰ってしまうとか、仕事のクオリティを下げるとか、そういうこ

とも見受けられましたので、今は、このワーク・ライフ・バランスという言葉を使わ

ずに、前のページでご覧いただきましたように、ワークとライフがいい循環になっ

て、スパイラルアップできるような世界を夢みて、私ども社内ではワーク・ライフ・

シナジーという言葉を使っています。このワーク・ライフ・シナジーという言葉、コ

ピーライトを取っておりませんので、ぜひここにいらっしゃる皆さんも、それぞれの

会社さんで使っていただければ、ありがたいと思います。 

 働き方改革の全体像はいろいろなことをやってまいりました。「意識を変える」、「し

くみ・制度を変える」、「環境を変える」という三つの柱で、さまざまな取組を行って

います。今日はその中で、働き方改革の一環として男性社員の育休 100％の取組をご

紹介させていただきます。 

 まず、しくみ、特に勤務制度を変えるということであります。いろいろなことをや

ってまいりましたが、一番上にあります「思いやり休暇」というのは、有給休暇は 40

日まで未消化有休を積み立てると失効してまいります。 

 会社独自の制度として、さらにその失効した有休を 20 日間まで積み立てることがで

きます。これは病気とか育児・看護・介護に使えるようにしました。育児休職や育児

後の短時間、育児の短時間勤務制度については法定より上のところまで持ってきまし

た。 

 それから、フレックスタイムはコアレスです。一日４時間以上働いていただけれ

ば、始業・終業は問いません。こういうようにして柔軟に労働時間を管理できるよう

になりました。時間単位の有給休暇も入れました。１年間で５日分が上限であります

が、時間単位で有給を取ることもできます。 

 36 協定の特別条項ですが、労働基準法の改正で今年度から月 80、年間 720 が絶対条

件になりましたが、私どもは３年前からもう一段下の月 70、年間 540 という線で運用

しています。 
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 手当面では、しっかり休んで、しっかり働こうという趣旨でありまして、有給休暇

を３日間取って、それに土日付けて５日以上連続で休んだ場合には、ライフ充実手当

として２万円を支給しています。 

 子育て支援ということで前は扶養の配偶者にも家族手当というのを出していました

が、それをやめて、その分、お子さんに対する子育て支援手当を充実しました。 

 二つ目は意識を変えるというところです。男性社員は育休を取れない、取らない理

由をいっぱい言い立てます。休職すると給料が減ってしまうとか、自分が抜けると仕

事が止まるという変なプライド。それから、仕事、そもそも育児で休むなんてという

罪悪感。結果として本人も有給を取れない。それから、上司も取ってほしくないと思

っていました。これをなんとかしないといけないということで対応してきました。 

 一つ目の給料が減ってしまうということに対しては、先ほどご紹介しました思いや

り休暇で有休 20 日までは使えるんだよということを言いました。それから、制度を知

らない方々にとっては雇用保険の育休の給付金の説明もしっかりしました。 

 二つ目の仕事を休むなんてとんでもないとか、俺が抜けたら仕事が止まってしまう

というようなことに対しましては意識の改革が必要ですので、上司と本人と、それか

ら、総務の課長で、三者面談を行いました。休んだ間の業務の割り振りをどうする

か。それから、収入の変動はどうなるかということを個人ごとにちゃんと示した上

で、取れない理由を並べるのではなくて、どうしたら育休が取れるのかということを

一緒に考えました。 

 特に課長さんたちに対しては属人化の排除をすることが大事だと、仕事をみんなで

シェアをして組織力をアップすることが大事だということを説明しましたし、本人に

対しては私もそうですけれども、昭和の人間、あまり子育て参加していません。私も

娘のおむつを替えたこともなかったのですが、そうすると 20 何年たって、今になって

も、かみさんからいろいろ言われるのです。あんたは、あのとき、こんなこともして

くれなかった、あんなこともしてくれなかったと。そういう話を結構年配の総務課長

とかがすると、意外と若い人にも響きます。そういうこともしながら、意識とか処

遇・収入のこともちゃんと説明した上で、それから、仕事を誰にどう割り振るかとい

う話もして、背中を押してあげることをしてまいりました。 

 結果としても社員の声ですが、奥さんに感謝されましたとか、今後も一緒に育児を

していこうと思ったとか、ほかの人にも取ってほしいとかという、次は自分が支える

側になりたいとかいう結構ポジティブな声がたくさん聞かれました。それから、管理

職にとっても属人化をなくす重要性が分かったとか、今まで以上に部下とコミュニケ

ーションを取ろうと思うと、こういう声が出てきまして、男性の育休取得の後押しに

なっています。お互いが、助け合う風土が醸成されてきたと思っています。 

 結果ですが、赤の棒グラフが女性の育休取得です。2013 年ぐらいから女性は全員、

育休を取って、復職をしてくれています。2015 年以降は、男性も全員が取るようにな

っていまして。最初は１週間の育児休暇だけでしたが、今では最長は２カ月ぐらいの

育児休職を取るような男性社員も出てきました。こうやって今ではあまり総務課長が
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お尻をたたかなくても、自然と取るのがいいんだよという風土が生まれてまいりまし

た。 

 最後になりましたが働き方改革全体の話に戻ります。いろいろな制度面、それか

ら、職場環境、オフィス環境を整えてまいりまして、働きやすい会社にはなってまい

りましたので、これからは仕事がチャレンジングでワクワクするとか仕事で達成感や

成長感が感じられる、そんな働きがいのある会社を目指していきたいと思っておりま

す。 

 ご静聴、ありがとうございました。 

渥美：ありがとうございました。松永様ご着席いただければと思います。 

 私は男性育休取得に関して会社ができる「三つのド」と申し上げてます。「制度」、

「風土」、「リード」、この三つのドをどう 3連重ねてやってくれと申し上げているので

すが、まず一つ目、制度に関しては、例えば、「トリプルスリー」というやり方があり

ます。 

 キャッチネットワークさん、まさしくなさっていますけれども、まず、三者面談。

本人、上司、人事・総務が３時点アプローチ。育休取得前、復帰前、復帰後、３時点

は最低必ずやる。三方一致して、本人にとって良かった、家族にとって良かった、職

場にとって良かった、こういう効果というのを広めるというのは効果的だと思いま

す。 

 では、３社目の取組、サカタ製作所、坂田様、お願いいたします。 

 

●事例紹介 育児休暇関係③：株式会社サカタ製作所 

坂田：坂田でございます。 

 働き方改革といいますと、いろいろなことをしなければいけませんけれども、今回

のテーマは男性の育児休業、イクメンということですので、そちらのほうにフォーカ

スさせていただきたいと思います。 

 まず、会社の紹介です。金属製折板屋根構成部品といっても馴染みがございませ

ん。工場、倉庫、体育館、駅舎、空港のターミナルのような大型の建築関係、非住宅

というのですけれども、こちらの屋根の 90％は金属の屋根でできております。その部

品を開発・製造・販売している会社です。仕事の内容そのものは働き方改革と直接業

務はかかわってないような仕事で、その辺にある町工場でございます。 

 当社の育休の実績はこうです。2018 年の 100％と去年の 2019 年が 100％。2019 年１

名ということですけれども、これは、たまたま奥さんに子どもができたというのが１

名だけだったので、こういう数字ですが、来年は結構育休を取る予定の男性社員が大

勢います。全員取得する予定でございます。 

 ちょっとだけ気付いていただいたと思うのですけれども、2017 年から育休を取ると

か、その対象者が増えたと思うのですけれども、これは、実はこういった働き方改革
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を自社でやるようになってからサカタ製作所では小さなベビーブームが発生しており

ます。これは何らかの国の対策理由も合致しているのではないかと思っております。 

 当社の取組の６つのステップです。まず、休めない現状の把握ということで、先ほ

どの発表もありましたとおり、こういうことがだいたいあると思います。なんとか休

めないような雰囲気とか、それから、休むことによる不安というのが普通に当社にも

ございました。 

 そうなりますと、何が、まず大きくきっかけとなるかというと、これはトップダウ

ン、トップの強い意志でございます。ここに小さく書いてありますけれども、ここは

「育休の定着」と書いてありますけれども、ここを見ていただきたいのですが、「残業

ゼロ」って書いてあります。 

 実はこれ、このとき初めて残業ゼロではなくて、残業ゼロの定着というレベルにな

っているのですけれども、当社は早いうちから残業ゼロに挑戦して成功している会社

でございます。 

 残業ゼロは成功する前から、前の年は 36 協定違反ぎりぎりの非常に残業の多い、あ

る意味ではブラックな会社だったのですけれども、それではいけないということで反

省しまして、残業ゼロに挑戦して、ほぼ翌年には残業ゼロが達成できるレベルまで来

ています。 

 これは何が言いたいかというと、育休の定着をする前に実は残業ゼロを先にやった

のです。これは誰かが休むということによって残業が労働として当たり前になってい

る会社においては、誰かが休むことによってそのしわ寄せがほかの人に行くという、

ほかの人に対する労働強化につながったのではいけないということです。 

 休めない理由の中に他の人たちに負担をかけるのが心苦しいというのがあったと思

いますけれども、私どものほうでは、この残業ゼロを達成することによって時間の長

さイコール、業務の仕事の成果ということではないということに、われわれはとっく

の昔に気付いております。ですから、誰かが休もうがそれを上手にみんなで分担し合

って、さらに残業しなくても済むような体制ができているということです。 

 当社の育休ですけれども、これは条件があります。実は 14 日以上です。実際 14

日、14 日ぎりぎり育休を取る人はいません。もっと当然いっぱい取ってくれるのです

けれども。育休を取るのであるのならば、当社の場合は最低 14 日にしてくれというこ

とになっています。 

 それから、これは重要なのですけれども、総務のほうから、とにかく育休取るため

には、いろいろな不安の種があると思うのですけれども、それを説明して取ってしま

うということです。 

 まず、いろいろな、特にこの中で重要なのは生後８週間以内に育休を取ると、もう

１回育休取ることができますよということは、とても重要なことでして。それから、

本人と会社に５万円、会社に正直なことを言って５万円ぐらいもらったって、どうで

もいいです。ただ、休むほうにして、休むほうの立場からすると、自分が休むと会社

のほうにもこういうのが来るんだ、いいでしょというご褒美みたいな、休みやすいこ
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とになるのです。 

 これは実際、うちの総務で育休を取ろうという社員に対して出すシミュレーション

の内容です。実際、もともと残業がない会社ですので残業代があまりないのですけれ

ども、こういう手取りですよ、でも、育休を取ると収入、実は増えるのですよとい

う。育休を取ると収入が減る、増えるのであれば、所得の面の不安がなくなると。こ

れで、これは地方行政によって違ってきますので、それぞれの地域でシミュレーショ

ンしてみればいいと思います。 

 それから、状況というのは積極的に社内報で PR するということが重要であります。

実際、育休を取ることによって、家族みんなハッピーだったねというようなことを広

報でアピールします。こういう感じで育休を取ると、ちゃんと育休を取りましたねと

言って褒めます。それを許可、今では、これは当たり前すぎて、あまり表彰する意味

もなくなってきているのですけれども、これはかなり早い時期の話です。今では、あ

まり効果はありません、当たり前すぎてです。 

 これは実際、育休を取った者の感想です。これはいい内容だけ載せているわけでは

ありません。これだけは誤解のないようにしてください。どの人間を取り上げても、

本当にご本人もご家族も大変喜んでもらっています。 

 でも、不思議なことがございます。なぜかと言うと実は昨日も私、講演をさせてい

ただいたのですけれども、講演参加者の中にご年配の女性の方がいまして。実は、う

ちの娘、近々出産するのですよと。それで、育休なんていって亭主が休みを取って家

にゴロゴロされたのでは、ただでさえ子どもを抱えているのに、巨大な赤ちゃんがま

た１人増えると。頼むから育休を取らないでほしいと言っているのですよ、うちの娘

がねって言われたのです。 

 実はこれ、大変な誤解でございます。「おーい、ちょっと夜泣き勘弁してくれよ、お

い。もう仕事で疲れてるんだからー、なんとか、おまえ、あー、おまえ、一日中、家

にいるんだから、子ども寝かしつけてくれよ」というようなことって男性は経験あり

ますよね。「明日、大事な仕事があるんだよ、頼むから寝かしてくれ」、これ、男性の

仕事を理由にしての言い訳でございますけれども。「おーい、夜泣き、うるさいから寝

かしつけてくれよ。俺、昼間、仕事疲れてる。あっ、仕事してねえや、俺、育休中だ

った」と。「おい、明日、大事な仕事って。おー、そういえば、明日、仕事ねえや」

と、「育休だった」と。 

 実は大事なことは、ここにあります。男性は仕事、仕事を逃げ道にしていたので

す。それが逃げ道をまず取ってしまうことがとても重要なことでして。そうすると、

育児とか家事にも積極的に参加せざるを得ないような状況、つまり、いや、言っては

いけない言葉、育児を手助けする、家事を手助けする、育児と家事を一緒にやるとい

うことが大事なことであり、そして、何よりももっと大切なことは育児を一緒になっ

て楽しむということです。 

 楽しめるようになると途端に家族がハッピーになる。実際、うちの社員たちのこの

コメントは楽しんでいるのです。全員が楽しんでいるという結果がここで証明された
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ということでございます。以上です。どうもありがとうございました。 

渥美：ありがとうございました。坂田社長、ありがとうございます。 

渥美：男性育休は会社・社員をニューフロンティア、新しい開拓地に導く「JFK」といって

三つのキーワードがあります。一つ目の Jは自立。このテーマは結構、本人が取りた

がらない、会社が取らせてくれない。あと、自分でワークライフをマネジメントしよ

うとする姿勢。Fは俯瞰する視点です。 

 坂田社長は業績が落ちてもかまわないとおっしゃった。これは短期的には、もちろ

ん、いろいろネガティブなことだけれども、会社が支援すれば頑張って貢献しようと

いう、いずれハイリターンとして返ってくる投資だという認識で俯瞰的な視点、短

期・中長期的にご覧になっているのだと思います。Kは葛藤と葛藤を押しつける覚

悟。いろいろ葛藤は付きものです。ただ、そこを乗り越える覚悟というのが必要かな

と思います。 

次にベビーテックに関して２社の優良事例をご紹介いただきたいと思います。そも

そも産後育児ノイローゼという言葉が未だにある、こういったものを乗りきる必須の

ツールとしてベビーテック、子育てテックというのは非常に有用なものと私も思って

おります。 

 では、１社目の取組として子育 Tech 委員会のご紹介をしていただきたいと思いま

す。子育 Tech 委員会、彦坂様、お願いいたします。 

 

●事例紹介 ベビーテック関係①：子育 Tech 委員会（株式会社カラダノート） 

彦坂：今ご紹介にあずかりました子育 Tech 委員会と申します。私は子育 Tech 委員会の発

起人であるカラダノートからまいりました彦坂と申します。よろしくお願いします。

では、まず簡単に早速ですが、子育 Tech 委員会のご紹介からさせていただければと思

います。 

 子育 Tech 委員会自体は今、正会員として７社が集まる有志の組織になっておりま

す。2018 年の 10 月に発足いたしました。活動の目的としては子育てにテクノロジー

を用いて、心身ともにゆとりのある子育てを推奨し、文化浸透を図っていくというの

が活動の大目的になっております。 

 子育 Tech 委員会の中には今、７社と申し上げたのですけれども、以下、ロゴのほう

でご紹介させていただいており、後ほど詳しくご紹介させていただきますが、現在７

社で取り組んでいます。 

 子育 Tech の表す意味として大きく三つ掲げています。育児の記録や共有が効率化で

きたり、育児の情報収集が効率化できたり、それから、育児にまつわる夫婦間のコミ

ュニケーションの糸口になるものというように意味を三つ持っています。子育てにま

つわる夫婦だとか家族の生活の中を助けるテクノロジーとして広く意味合いとしては
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取っております。 

 なんとなくイメージとしては、昔は手間暇をかけて、子どもの症状を育児本で調べ

たりとか、育児日誌を手書きで書き記したりするみたいなことを今だと効率化できる

ものがすごくたくさんあるので、そういったものを上手に使うことで子どもと向き合

える時間が増えていくというのが今の育児のスタイルとしていいのではないかという

ように提唱しているのが大きなイメージになります。 

 こちらを提唱する背景について少しお話しすると、海を渡ったアメリカの事例を皆

さん、もしかしたら、もうご存じかもしれないのですけれども、簡単にご紹介させて

いただくと。アメリカでは、すでに Baby Tech という市場産業がありまして、妊娠か

ら乳幼児の育児に関する技術を指すのですけれども、例えば、哺乳瓶にガチャッとは

め込むような IoT があって、飲んだ量だとか、時間だとか、それから、温度がキープ

できたりとか、そういったことをすべてアプリのほうで簡単に転送して情報が得られ

たりするものがあったりします。 

 それから、真ん中のほうで出しているのが、赤ちゃんに貼って付けておけるような

ウェアラブル体温計でして、こちらも体温が一定を超えたりすると自動的にそのアラ

ートが来るようなものが、すでにアメリカではあったりします。最後に、履かせるタ

イプのスマート靴下なんかもあって、赤ちゃんに何かを付けたり貼ったりしてモニタ

リングできたりするようなものが、すでにあると。 

 アメリカと日本では法律も全く違うので、これをこのまま日本に持ってくるという

のは、なかなか難しいのですけれども、ここまで発達した背景として、子育 Tech 委員

会で考えたところの考察によると、アメリカでは４人に１人の方が、産後２週間で職

場に復帰されることが割と一般的にあると聞いていて。そのため生後間もない新生児

を産んだお母さんではない第三者の方が世話をするということが割と一般的にある。

また、シッターとかナニーが自宅に来て世話をしてもらうという文化があるというこ

とから今のような Baby Tech が発達したのではないかと考察しました。 

 一方、日本で今、どんな状況かというのをわれわれのほうで考えてみた結果、なか

なか育児とテクノロジーというものに曖昧さが残ると考えています。手間を掛けた

り、手づくりをする、母さんが夜なべをするというのが歌になるような、美談だとか

愛情になるようなものだったところを、テクノロジーを使って効率化していこうとい

うことをなかなか声を大にして言いにくい雰囲気があると感じています。 

 こちらのスライドのほうで出しているデータになりますが、こちらはカラダノー

ト、弊社のほうで昨年取らせていただいた 300 名を対象にしたお母さんたちへのアン

ケートからの抽出になります。向かって左側、「子育てに IT やテクノロジーを利用す

ると便利だと感じますか？」という問いに対しては、97％の方々が「便利だ」と感じ

ておられる一方で、隣のほうにいくと、「手作りや手間暇をかけることが愛情であると

感じるか？」という問いに対しては、半数以上の方が「そういうように感じている」

と回答しています。IT やテクノロジーを利用する便利さというのを理解しつつも手間

をかけることが愛情であるというようにも考えているというのが今、子育てをしてい
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るお母さんたちが持っている価値観かと思います。 

 もう一つ、同じアンケートの中でこんなことを聞きました。「育児中にスマホを使用

していて、周囲から注意を受けたり、否定的なことを言われたことがありますか？」

という質問に対しては、半数以上の方が「何かしらある」と回答をしています。例え

ば、「電車で隣り合った 60 代ぐらいの女性に携帯ばっかり見ていないでと言われたこ

とがある」と回答した方がいらっしゃったり、「スマホで記録を取っていたら、義母に

子どもがいるときにはスマホ触らないほうがいいというようになって言い合いになっ

た」という方がいらっしゃったり、「授乳記録、アプリで付けていたら、ノートのほう

が丁寧なんじゃないか」と言われたり、などなど、なかなか子育てをしている側面で

スマホを片手にするとネガティブに映るような傾向が少しあるというようにアンケー

トから見て取れました。 

 ここまでのことから今、日本ではアメリカ版の Baby Tech をカタカナにした「ベビ

ーテック」から赤ちゃん用 IoT 機器であったり、Baby & Kids Tech だったり結構いろ

いろ呼ばれていて、市場や産業として、まとまっていないのが現状なのではないかな

と感じています。 

 そこに子育 Tech というものが新しく入っていくというよりかは、それらもすべて含

めて子育 Tech という全体として文化浸透していきたいと考えて、協働提唱をしていく

という運びで今、参画企業が集まっていただいているというような状態です。 

 こちらは子育て現役世代だけではなく、孫育て世代への理解浸透もねらっていくた

めに、みんなで言っていこうということで活動をしています。実際の活動として子育

Tech 委員会のメンバーというか、今いる正会員としては弊社カラダノートのほうが発

起人となって、とりまとめをさせていただいています。カラダノートは、妊娠中から

乳幼児への育児に関するツール系のアプリ等を展開している会社でして、お母さんと

子育てしている赤ちゃんとの生活の記録だったり、お世話の記録だったりを簡単に付

けられるようなアプリを展開していて、今は月間で約 50 万人以上の方々にご利用いた

だいているようなサービスになっております。 

 昨年、この会にご登壇されました株式会社 AsMama さんも今回の子育 Tech の正会員

のメンバーでして共に助け合う「共助」の世界を広めていくというというところで、

子育てシェアを提唱されていらっしゃる企業さんになります。 

 続いて、株式会社ファーストアセントさんは、「テクノロジーで子育てを変える」と

いうのをミッションに明示されていらっしゃる企業さんで、主なアプリとしては、『パ

パッと育児』というアプリがあって、そのアプリの中に最近では、赤ちゃんの泣き声

診断の機能が付いていたりしていて、こちら今、正答率が８割だと言われているの

で、もし子育て中のお父さんがいらっしゃいましたら、ぜひ赤ちゃんに使ってみてい

ただければと思います。 

 次に、VOYAGE MARKETING グループから『ポスリー』というサービスでご参画いただ

いております。ポスリーはプリント整理のアプリでして、私も小学校１年生の今、子

どもがいるのですけれども。小学校に上がるとプリントがすごく増えてくるのですけ
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れども、それぞれのプリントに、いつ、何、何が持ってこなきゃいけないのかとかと

いうのが、すべてバラバラに書いてあって、整理が大変だったりするのですけれど

も、そういったものがきちんと管理ができるようなものを提供されていらっしゃいま

す。 

 次に、イースマイリーさんですが、障害・難病にかかわるコミュニティー事業と子

ども向けの知育動画を展開されていらっしゃる企業さんで、『キッズチューブ』という

今、YouTube チャンネルをやられていらっしゃいます。こちらは最近、お子さんが回

答を Aか Bかでご選択していくことによって動画の内容が、ストーリーが変わってい

くというような機能が追加されて、子どもと一緒に見ると、とても面白いので、一緒

に体験できるようなコンテンツになっているのかなと思います。 

 それから、株式会社キッズスターさんからもご参画いただいていまして、こちらは

アプリ版のキッザニアみたいなイメージで、お仕事の体験ができるようなアプリを展

開されていらっしゃいます。 

 株式会社 BiPSEE さんですけれども、こちらは医療機関向けにサービスを提供してい

る会社になりまして。歯医者さんだとか、お医者さんだとか、お子さんが通われる際

に痛かったり、怖かったりして治療にならないことというのが結構あったりするので

すけれども、それを単眼、一つの VR ゴーグルを見て、治療を我慢したり、打ち勝つこ

とによって、お子さんの自己肯定感を育むような事業を展開されていらっしゃいま

す。 

 昨年の 10 月に、このような形で発足した子育 Tech 委員会ですけれども、今はあり

がたいことに、いくつかメディアのほうでもご取材いただくようなケースが増えてき

たりしていて、ますます注目度が高まっているようなものになっているのではないか

というように手前味噌ですが自負しています。 

 今後の活動方針みたいなところでいきますと、現在はフェーズ１かなと。大きく二

つに分けているのですけれども、フェーズ１かなと思っていて。フェーズ１について

は子育て現役世代、今現状、子育てに直面されていらっしゃるお父さんとか、お母さ

んとかが子育 Tech というのを知ってもらって、「あ、便利なものがあるんだな」、「ツ

ールについては、楽をしてもいいんだな」ということを分かっていただくようなもの

になっているかなというように活動としてはしていきたいと思っています。 

 今は７社で展開しておりますが、今後 2020 年から活動を広めていって、応援企業と

して募集をしていきたいと思っているので、またどこかでお会いする際がありました

ら、ぜひよろしくお願いします。 

 少し長くなりましたが、こちらで以上になります。ご静聴、ありがとうございまし

た。 

渥美：ありがとうございました。彦坂様、ありがとうございます。 

 では、第 4社目ということで、ご準備いただければと思います。 

渥美：私は、子育て世帯を支える三つの「かん」というのを申し上げます。一つ目の「か
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ん」は時間。二つ目、全体観。三つ目、安心感。彦坂様もおっしゃったようにテクノ

ロジーを上手に使って、時間を生み出す、子どもと向き合う時間をつくる、二つ目の

全体観、どうしても子育て期はバックヤードのトンネルを手探りで歩いているような

心境になることがございますけれども、そういったときに、例えば、子育て情報がア

プリで先が見えるというのは、全体観が見えると育児ノイローゼとかになりにくい。

三つ目の安心感、これは社会変動によって大家族、地域社会、血縁、地縁でつなが

り、要素がなくなってきたところを何かが起きても支えてくれる、人、もの、仕組み

がある。そのツール、仕組みの一つとして、ベビーテック、子育 Tech というツールが

あるのではないかと思います。 

 では、ベビーテックの優良事例の２社目としてユニファ株式会社、土岐様、お願い

いたします。 

 

●事例紹介 ベビーテック関係②：ユニファ株式会社 

土岐：皆さん、こんにちは。ユニファの土岐と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。私のほうからご案内させていただきたいところは、われわれがやっておりますこ

とがございまして、われわれですね、ベビーテック、それから、子育てという文脈の

中で保育園、こども園、幼稚園、こういった社会インフラというような施設、ここで

使われている今、サービス、こういったサービスをこれから子育て世帯にもしっかり

と転用していこうとしている、そういうような方向についてご紹介をさせていただき

たいと思っております。 

 保育園で私が事業を始めた企業経緯から少し触れさせていただければと思います。

私は、もともと東京で働いておりまして、コンサルティング会社などで働いておりま

した。そうしている中で妻も共働きで仕事をしておりまして、そういった中で子ども

を授かりまして、妻がもともと豊田市に住んでいたのですが、初めて東京に妻と子ど

もが来てくれて、東京で暮らしていたのですが、初めての東京だったり初めての育児

ってところもありまして、実は、私はそのときに仕事を辞めたり、もしくは引っ越し

をして豊田市のほうに私が移り住みまして、その後、二人目も授かりまして、そのタ

イミングは時短勤務みたいな形で、かなり家庭を優先したような働き方ということを

行っていました。 

 そうこうしている間に少し落ち着いてきまして、私にも豊田で何かやりたいなと思

い至りまして、いろいろな形で起業のテーマを探しました。儲かりそうな事業とか、

世のため人のためになりそうな事業をいろいろ考えたのですが、私自身に突出した能

力があるわけでもないと思い至りまして、今まで自分がほかの人と違うことで、ほか

の人と何が違ったかということを思い返したときに、家族のためにいろいろなものを

捨てたりだとか、ちょっと違った意思決定をしてきたかなという自負があったもので

すから、家族というものをテーマに私自身、ビジネスのテーマにしてしまおう、家族

というものをテーマに起業しようと思い立ったのが６年前です。 
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 そして、実現してきた事業について今日少しご紹介をさせていただければと思いま

す。保育園に関するテーマでございまして、ご存じの話、多いかもしれませんが、保

育園に関しての今の利用率というのはどんどん高まっております。全体の５割近くの

子育て世帯が保育園を利用しておりまして、この保育園の利用率がどんどんこれから

高まっていくと思います。つまり、育休だ、イクメンだという話がありますが、育児

中のママを支えている部分が圧倒的に大きな存在として、保育園、保育士という存在

があるわけです。 

 日中に子どもを預かってもらえないと、なかなか仕事が外で働けませんということ

であります。ただ、今、本当に社会のインフラとして機能している保育園において何

が起きているかと言いますと、圧倒的な保育士不足であります。東京都内での有効求

人倍率は６倍を超えまして、この感覚は 10 倍以上になった、そんなようなイメージで

ございます。本当に保育士が足りていないと、こういうような中でさらに起きている

問題は保育士の離職の高さの問題であります。特に若手の保育士に関しては、いわゆ

る看護師に比べても２倍近くの離職率があるということであります。こんなに社会に

求められている職種の保育士がどんどん辞めていると。 

 なぜこんなに辞めるのかということは大きく二つ理由があります。実は賃金の話で

はなくて、例えば、こういった保育士の免許を持っていながら、いわゆる現場で働い

ていない方に聞くと、実は安心・安全、怖いですと。子ども、保育園の中で事故が起

きたらどうしたらいいんでしょうかというような安心・安全に対する不安だとか、あ

とは、こういったサービス残業の問題で、非常に子どもは大好きだけれども、サービ

ス残業の書類がたくさんあるとか、こういうような問題を解決していかないと、保育

士の定着を上げていったりとか、最終的にはママの社会復帰ということを支援できな

いと思っております。 

 こういうような課題をどう解決していくかということについて、われわれとしては

ルクミーというサービスをやって、Look at me の略でルクミーというサービスを行っ

ております。保育園の中で使う医療機器、カメラ、体温計、これらのすべてを家庭で

も使っていただける可能性が十分にあると思って、今日少しご紹介させてください。 

 具体的には例えば、保育園の中で先生方が辞めてしまう大きな理由の、こういった

事故に対する不安という観点で申しますと、園内で発生する突然死の９割は睡眠中に

発生いたします。この睡眠中に保育園の中でどういうことをやっているかと言います

と、５分おきにこういった体の傾きチェックをやっています。うつぶせが非常に危険

だと。窒息死するリスクがあるだとかという形で、手書きで今、５分おきチェックし

ているのです。子どもにセンサーを付けてもらって、そこでセンサーで計測したデー

タがタブレットに飛んできて、先生方の手書きのチェックがなくなります。実際のセ

ンサーはこちらです。 

 こういったもので上着のところにパチッと付けられるものになっていまして、中に

加速度センサーが入っていて、先生方が今、手書きで書いているようなものが全部自

動化されていきます。それから、子どもは、うつぶせの状態が続いたりだとか、体温
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が止まったりするとアラートがすぐ教えてくれます。 

 今であれば、例えば、何かあったときに５分間、誰も気づけないというリスクがあ

りますが、これであれば１秒でも早く気付いてあげると、これも医療機器として届け

出をさせていただいて、今も全国で２万個ぐらいの形で、子どもたちの命の見守りを

保育園の中で行っております。 

 それから、写真撮影に関してもこういった壁貼りでやっているケースが非常に多く

て、私の姉の身に起きたことがきっかけで、この事業始めたというのが一つの理由な

のですが、これを横で見ていて本当に大変だなと思いまして、これ、写真撮った後、

入れて、注文受けた後、カメラのキタムラとか自分でプリントすると、これはあまり

にも保育所の仕事ではないなと思い至りまして、インターネット上で写真が見れ、購

入できる形にいたしました。 

 顔認識でわが子の写真と思われるものが上に上がってくるとか、写真だけではなく

て動画も見れるとか、そういうサービスになっています。ただ、写真を撮るのがデジ

カメだと、その後も SD カードに入れて、そこからアップロードして非常に大変だなと

思いまして、実際の写真は、こちらのような形で先生のエプロンのところにつけた小

型のカメラで撮影ができます。 

 実際のカメラはこちらです。これは 800 万セル画素くらいで写真がどんどん撮れて

いて、これ、を付けておいていただくと、自動でどんどん写真が撮れていきます。い

い写真は、われわれのディープラーニング（深層学習）の技術で、いい写真がどんど

ん抽出されていて、子どもが全然写ってないとか、逆光ですとか、そういう場合は、

それはどんどんはじかれていくという形になっています。 

 子どもたちの本当に躍動的な瞬間というものが撮れていきまして、それをまた保護

者にお伝えをしたり、それから、おじいちゃん、おばあちゃんも見れたり、保育の中

での発達記録に使っていただいたりすることができるというものになっております。 

 実際、この写真の中にはいろいろな形で情報が含まれておりまして、というのは、

われわれが誰と誰が仲いいなとか、それから、例えば、姿勢の分析と、あとは物体認

識の技術組み合わせていると、子どもが今、何を見ているかとか、子どもの興味・関

心というのがかなりの精度で分かります。 

 例えば、この子、ずっと図鑑を見ているなとか、ずっと塗り絵で絵描いているなと

か、そういうことが分かってくると、ずっと、例えば、トンボの図鑑を見ている子ど

もがいれば、それを家庭にも教えてあげて、例えば、トンボの本をお勧めしてあげよ

うとか、こういうことが好きだなら、こういう知育願望を進めてあげようとか、今、

保育士１人に対して３歳児クラスだと 20 名ぐらいの子どもたちがいます。一人ひとり

の興味・関心を追うと結構難しいものですから、そういった部分を誰の手間も介する

ことなく、子どもの発達をちゃんと見守ってあげて、それに合わせたテーラーメイド

型の教育支援をしていきたいと思っております。そういうときにもこういった写真の

撮影、それから、解析、その後のレコメンドというところも、しっかりこれからどん

どん進めていきたいと思っております。 
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 これらのわれわれのサービスを入れていただいている施設が今、全国で約 6,250 施

設になってまいりました。民間の認可保育園が今、日本にだいたい 1万 5,000 施設ぐ

らいありますので、４割ぐらいの保育園が何らかのサービスを使い始めていただい

て、子どもたちの数 35 万人ぐらいになってまいりました。 

 これをできるだけ来年の春ぐらいには１万施設ぐらいにさせていただいて、われわ

れのサービスをできる限り皆さんに支持していただける社会課題の解決にしていきた

いと思っております。保育園での子どもの安心・安全ですとか、保育園における子ど

もの発達支援というものをもっとテーラーメイド型にできないかという思いで、しっ

かりとサービス提供していきたいと思っております。 

 そのために今回、例えば、経産省様の投資ファンドである INCJ 様だとか、いろいろ

な会社さんに株主になっていただいて、これからそれぞれの領域において強みを持っ

てらっしゃる会社と連携をしていきながら、サービスを進めていきたいと思います。 

 例えば、われわれが持っている情報に関しては TOPPAN 社様が持っている情報セキュ

リティーの技術を活用させていただこうとか、健康管理に関してはエムスリーという

会社さんとオンラインで医療相談の連携をしていこうとか、保育士の離職の問題やる

のであれば、リンクアンドモチベーション社さんという会社と連携させていただこう

とか、そのような形で日本でトップ中のトップのソリューションを持っている会社さ

んと組ませていただいて、このサービスを社会課題の解決に繋げていきたいと考えて

おります。 

 これらのサービスの名前をこれから「スマート保育園」という形で名付けておりま

して、こういう形でこれからどんどん押し出していこうと思います。朝、保育園に子

どもが登園したときの検温、お昼寝中の様子、園庭にある遊具、それから、事務室の

処理、それらのサービスをしっかりと形にしていきながら、今日は、これ何が起きた

のかということに関して、例えば、デジタル連絡帳という形で、パパやママ、おじい

ちゃん、おばあちゃん、みんなが今日の様子を写真や動画を見ながら共有できますと

いうことだとか、ここであった情報というものを使って家庭での育児支援に使ってい

きましょうということですとか、さまざまな可能性があるだろうと思います。 

 これをモデル園という形でどんどん世の中に広めていって、全部のサービスを入れ

ていって、まずは保育士の離職の問題というのを求めつつ保育士の質だとか、最終的

には家庭での育児支援ということにつなげていきたいと思っております。これに関し

ては埼玉県とか、さまざまな自治体様とかを巻き込みながら、これから進めていこう

としているというような状況でございます。 

 このような形でいわゆる子育ての、ある意味でプロの市場である保育園の中で使わ

れてきたサービスを実はわれわれ、これから家庭向けの世帯に出していこうと思って

おります。こちら、この体動センサーなどは来年の春にでも家庭向けの提供を始めよ

うとしております。実際、乳幼児の突然死というものは、家庭でも当然起きるリスク

があるということでありますので、このような形で家庭でも睡眠中のときに使ってい

ただくだとか、子どもの様子がおかしくなってきた場合はエムスリーさんと組ませて
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いただいたオンラインの医療相談だとかを連携していこうということですとか、その

ような今度はホームドクターという形で、子どもの安心・安全というものに見守って

いこうと考えております。 

 そういった意味で子どもが０から５歳児で、ほとんどの子どもは保育園や幼稚園に

おりますけれども、年齢ごとに課題は違うと思っています。０歳児のところは、先ほ

どのお昼寝中の体動センサーだったり、０から５歳児は共通として写真のニーズがあ

ったり、３歳児になると今度は教育教材が必要になったりしてくるということがあり

まして、われわれとしては０歳児から、しっかりと世帯とお付き合いをさせていただ

きながら、そのタイミング、タイミングで保育園の情報と連携しながら、家庭での育

児支援をしていくということであります。 

 われわれとして目指しておりますビジョンはユニファという会社の社名の理由が

Unify + Family です。家族を一つにしたいという思いで会社を設立いたしました。テ

クノロジーの力で、もっと家族は豊かになって、もっと絆を一つにできるだろうと思

っております。ただ、そのときには、パパとママだけではなかなか大変かなと。今、

われわれは保育園で行っていますことは体動センサー、カメラを使って、もう一人の

保育士をつくるのだと。先生の目の代わりに写真を撮る、先生の手の代わりにこの体

動センサーがある、そういうようなサービスが保育園で実現されつつあります。 

 これらの技術をもう一人の家族であると、もう一人の育児サポーターであるという

形で家庭にもこれを届けてあげることによって、パパもそうだし、もう一人のサポー

ターがいてくれることで、もっとママや子どもを支援できるだろうと思っておりま

す。その結果として、もっと家族のコミュニケーションを豊かにしていきたいと、コ

ミュニケーションの、少なくともどういう家族コミュニケーションが必要かという質

と量の、まずは量のところをしっかり確保していきたいと、こんなように思っており

ます。 

 最終的には今日の本題であります育休だとか産休のところを、パパの育児参加のと

ころを私自身もやってみて思いました。まずは、変なプライドを捨てるみたいなとこ

ろから始めるのだろうと思いますが、こういうような圧倒的なソリューションといい

ますか、みんなが使ってほしいと思っているソリューションを使うとハッピーになる

のではなかろうかというサービスをどんどん世の中にお知らせながら、こういうよう

なサービスと、そういった人の価値観を変えていくというところを両輪で進めていく

ような形で、もっと最後は、子どもが笑顔になるような社会をつくっていきたいと考

えております。弊社からの事例紹介は以上でございます。どうもありがとうございま

した。  

 

渥美：ありがとうございました。働き方改革は「ジェンガ式仕事術」という言い方をして

いるのですけれども、抜いて乗せる、抜いて乗せるという、たいていサービスは手抜

きなんかしてはいけないんだろうという、そういう業界ですけれども。世の中の技術
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を使えば写真撮影は抜ける、その上で画像を分析して、子どもの目線から、その子の

関心事を教育に生かすというプラスアルファ、とても素晴らしい取組だと思いまし

た。 

 最後に、簡潔にまとめます。「三つの CH」、チェンジ、チャレンジ、チャンスという

言葉、僕はよく使うのですけれども、今、大きな変革期です。チェンジの Gは Cと T

の組み合わせ、大文字で書くと、Tは、ためらい、男性育休、ちょっと取得させづら

いとか、あるいは本人が取得しない、ためらいを取り除いて挑戦すると大きなチャン

スが埋まっているということを今日の５つの事例から学ばせていきました。 

 最後に、優良事例をご紹介いただいた５社に拍手をしていただければと思います。

ありがとうございました。 

 

司会：進行されました、ダイバーシティコンサルタント渥美様もありがとうございまし

た。発表された皆さま、誠にありがとうございました。それでは参加団体の皆さまか

ら、一言ご意見などを頂戴したいと存じます。日本経済団体連合会 常務理事 井上隆

様、そして経済同友会 常務理事 菅原晶子様は本日御欠席でございますので、日本商

工会議所 理事・事務局長 杤原克彦様一言お願いいたします。 

 

【３】参加団体から一言 

杤原：日本商工会議所の杤原と申します。参加団体の一員として、一言ご挨拶を申し上げ

ます。今回初めて参加させていただき、企業の皆様の優れた取組を拝聴させていただ

きました。いずれも素晴らしい先進的な取組であり、また、IT の実装などの職場づく

りが社員のモチベーションを引き上げ、ひいては企業全体の活力を高めることにつな

がっていることに非常に感銘を受けました。手前みそになりますが、当所の三村会頭

は、先頭に立って少子化対策を推進されており、事務局員に対しても日ごろから出

産・子育ての応援を啓発されておられます。この雰囲気づくりのおかげもあり、先ほ

ど坂田社長のお話にもありましたが、わが社も現在ベビーブーム、出産ラッシュで、

この 10 月にも 2人の女性職員が無事に出産し、現在 3名が育児休業を取得していると

ころでございます。また、グローバル化が進む中で、各企業の皆様方におかれまして

も海外駐在をされるケースがあると思いますが、当所では、配偶者が海外駐在をする

際に、家族が離れ離れになることなく一緒に赴任できるよう、休職制度を創設いたし

ました。早速本年 4月から、この制度を利用した女性職員が小さな子供をつれて配偶

者と海外生活を始めており、職員が退職することなく、家族と共に暮らせる仕組みを

用意したところでございます。少子化が急速に進む我が国におきましては、持続的な

経済発展を続けていくために、労働力人口の確保が企業の最重要課題になっておりま

す。正直申し上げまして、我々男性は、これまで女性に対しまして出産を期待し、子

育てを期待し、加えて世の中に出て働くことも期待をするなど、一方的に役割を押し
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付けてきた歴史があったのではないかと感じております。しかし、これからは女性が

働きやすく、配偶者とともに子育てをしていける環境をつくっていかなければならな

いと今日改めて痛感した次第でございます。いずれにいたしましても、当所としては

日本経団連・経済同友会の皆様と共に、子育てしやすい気運の醸成、環境の整備に引

き続き努めるとともに、企業の皆様の活動を後押ししてまいりたいと思っておりま

す。本日は貴重なご意見を賜り誠にありがとうございました。 

司会：杤原様ありがとうございました。 

司会：それでは最後に、内閣府子ども・子育て本部 審議官 三浦 健太郎（みうら けん

たろう）より一言申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

【４】終わりに 

三浦：本日は長時間にわたりご出席いただきましたことに、まずは心より御礼申し上げま

す。 

 ご発表いただきました取組の中でも、不安を解消するための情報発信、育児休暇

取得当事者と上司の方・総務の課長の方との面談、社長から全社員への熱いメッセ

ージのご発信など、本日ご参加の 5社以外のところではここが一番難しいのではな

いかと思われますが、トップのご判断・ご決断で可能な取組、受け入れる取り入れ

ることが可能であろう取組が多かったように思われます。まずは可能なものから実

施していただくことで、「男性の育児休暇取得」がご出席の方々からトップダウンの

形で日本社会に根付くことを期待いたします。 

 また、「ベビーテック」に関しましては、まだまだ子育てに便利な ICT を利用する

ことに対する精神的障壁があることや、それを乗り越えることを目的として活動し

ておられる団体がおありになること、保育園で活用されている多彩な「ベビーテッ

ク」の家庭での活用等、様々な可能性と今後の展開等についてご発表いただきまし

た。 

 子育ての未来が見える発表であったと考えております。 

 本日の発表を踏まえ、皆さまにお願いがございます。冒頭、総括審議官の渡邉の

ほうが代読させていただきました衛藤大臣からのメッセージ、こちらの方と一部重

複しておりますが、私のほうからそこを触れさせていただきましてお願させていた

だきたいことがございます。 

 このコンソーシアムを設立した目的でもございますが、社会全体で子供を育てる

機運を盛り上げていきたい、ということでございます。子供は家庭のみならず、社

会の宝でございます。暖かなまなざしで子供や子育てを見守ることができる社会を

共に作ってまいりましょう。これが一点目のお願いでございます。 

 そのために具体的なお願いとして、男性の育児に関する休暇取得を積極的に進め

ていただくため、皆様におかれましても、例えば本日お戻りになられた後に会合の
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内容を会員企業やお知り合いの方にお知らせいただき、できるところから取り入れ

ていただく等、積極的にトップの方のご判断・ご決断を促していただきまして「上

からの改革」を実行していただきたいと思います。 

 また、いわゆる「ワンオペ育児」等、育児において孤立する方が出ないようベビ

ーテックなどのテクノロジーの活用も有効ではないかと思われます。これ以外にも

様々な手段により地域や家庭において多様な担い手による子育て環境ができれば、

ICT を利用しての情報の共有やつながりができていけば、育児による孤立が解消し

ていくのではないかと思っております。 

 本日の発表以外でも、皆様のリーダーシップにより従前の発想にとらわれること

なく、できることからどんどん着手していただきたいと強く希望しております。近

年人々の認識には変化がみられ、特に若い男性の家事・育児への意欲が高まってお

ります。また、企業の男性の休暇取得を応援する姿勢を示すことは人材獲得面での

メリットにもなり得ます。内閣府としても本日の成果が次につながるよう皆様をし

っかりと応援してまいりたいと存じます。 

 子育てにやさしい社会の実現に向けた取組が本日お集りの皆様のお力でさらに大

きく進展し、国難とも呼ぶべき我が国の少子化の克服につながっていくことを祈念

いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。 

 本日は長時間にわたりご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。 

司会：ありがとうございました。以上をもちまして、「子育て応援コンソーシアム」第 5回

会合を終了いたします。皆さまどうぞお気を付けてお帰りください。なお、胸章はお

帰りの際に受付スタッフにお返しください。本日はありがとうございました 

 


