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少子化社会対策推進点検・評価検討会議 
少子化社会対策推進点検・評価関係府省連絡会議 

合同会議（第１回） 
 

１．日時 平成２０年７月２５日（金）１０：３０～１２：３０ 

 

２．場所 中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室 

 

３．出席者 

佐藤  博樹 東京大学社会科学研究所教授 

案田  陽治 日本サービス・流通労働組合連合副会長 

竹内  朱実 株式会社静岡第一テレビ総務局総務部主査 

笑顔でギュッとパパママ応援団企画委員 

普光院 亜紀 保育園を考える親の会代表 

森   貞述 高浜市長 

矢島  洋子 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社経済・社会政策部主任研究員  

 

４．議事要旨 

   

○川又参事官 

 皆様、お待たせいたしました。若干時間が過ぎましたけれども、ただいまから「少子化社会

対策推進点検・評価検討会議」「少子化社会対策推進点検・評価関係府省連絡会議」の第１回

の合同会議を開始したいと思います。 

   本日は、お忙しいところ、またお暑いところをお集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。 

   私は、内閣府の少子化対策推進室参事官の川又と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。議事に入りますまで、私の方で進行させていただきます。 

   なお、少子化担当の特命担当大臣、上川大臣でございますけれども、今日は出席の予定でご

ざいますが、公務により若干遅れております。到着次第、皆様方にごあいさつを申し上げたい

と思います。よろしくお願いします。 

   この「少子化社会対策推進点検・評価検討会議」と申しますのは、少子化担当大臣の下で、

少子化社会政策について、利用者の視点に立ち点検・評価するとともに、その点検・評価の手

法の改善を図り、もって少子化社会対策の推進に資するため設置されたものでございます。ま

た、同時に関係省の密接な連携を確保するということで、関係府省の連絡会議ということで、  

各省の担当官にも出席をいただいて、合同で開催をするものでございます。 

   よろしくお願いしたいと思います。 
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   まず、委員の皆様方の御紹介をさせていただきたいと思います。なお、委員の皆様方には、

後ほど意見交換の際に自己紹介も兼ねまして、それぞれ御発言をお願いしたいと思います。 

   まず、座長をお願いしております、東京大学社会科学研究所教授の佐藤博樹委員でございま

す。 

   続きまして、本日御出席いただいている委員の皆様を御紹介いたします。 

   日本サービス・流通労働組合連合副会長の案田陽治委員でございます。 

   株式会社静岡第一テレビ総務局総務部主査、笑顔でギュッとパパママ応援団企画委員の竹内

朱実委員でございます。 

   保育園を考える親の会代表の普光院亜紀委員でございます。 

   愛知県高浜市長の森貞述委員でございます。 

   三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社経済・社会政策部主任研究員の矢島洋子委

員でございます。 

   なお、本日やむを得ず御欠席ですけれども、このほかに４名の方に委員をお願いしておりま

す。 

株式会社資生堂監査役の大矢和子委員。 

特定非営利活動法人びーのびーの理事長の奥山千鶴子委員。 

淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授の柏女霊峰委員。 

大分こども病院長の藤本保委員。 

以上の皆様方に委員の御就任をいただいております。 

続きまして、各省からの出席者を御紹介させていただきます。 

総務省、鈴木茂樹大臣官房企画課長。 

文部科学省、大谷圭介初等中等教育局幼児教育課幼児教育企画官。 

厚生労働省、今里譲雇用均等・児童家庭局保育課長。 

厚生労働省、朝川知昭雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室長。 

経済産業省、稲垣克芳商務情報政策局サービス政策課企画官。 

国土交通省、森下憲樹総合政策局安心生活政策課長。 

続きまして、我々事務局でございます。 

少子化対策推進室室長、松田政策統括官。 

少子化対策推進室次長、武川大臣官房審議官。 

少子化対策推進室次長、山田大臣官房審議官。 

少子化対策推進室参事官、酒巻男女共同参画局調査課長。 

以上でございます。 

本日配付しております資料の確認をさせていただきます。 

説明に使います資料といたしまして、 

資料１「少子化対策をめぐる最近の動きについて」。 

資料２「『子どもと家庭を応援する日本』重点戦略 点検・評価分科会の『議論の整理』の
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概要」。 

資料３「少子化社会対策推進点検・評価検討会議について」という３つの資料がございます。  

また後ろに参考資料といたしまして付いてございますのは、最近の情勢に関連するさまざま

な報告書でありますとか、提言でありますとかの本体を参考資料として添付してございます。

時間の都合上、すべては説明できませんけれども、後ほど参考にしていただければと思います。 

それでは、ここから佐藤座長の方に進行をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

○佐藤座長 

   それでは、御指名ですので、進行係として座長を務めさせていただければと思います。 

   まず、事務局から資料を御説明いただきますけれども、多分途中で大臣が御到着されるかと

思いますので、そのときは途中で止めてごあいさついただくという形で進めさせていただけれ

ばと思います。 

   それでは、まず事務局から資料説明をお願いいたします。 

 

○川又参事官 

   それでは、引き続きよろしくお願いします。 

   資料１「少子化対策をめぐる最近の動きについて」でございます。委員の皆様方におかれて

は、既に御承知のことも多いかと思いますけれども、初回でございますので、若干駆け足にな

りますが、最近の動きにつきまして御紹介させていただきたいと思います。 

   １ページ目、これは平成２年の 1.57 ショック以来の少子化対策の取組みを整理したもので

ございます。真ん中辺りでございますが、2003 年に少子化社会対策基本法という法律ができ、

それに基づきまして 2004 年６月に少子化社会対策大綱が決定されております。同じ時期に次

世代育成支援対策推進法という新たな法律ができております。2004 年 12 月には、子ども・子

育て応援プランという形で、今後５年間、2005 年～2009 年までの取組みが整理されたところ

でございます。また、この当時、総人口が減少するというような危機感もございまして、2006

年６月には新しい少子化対策が決定されております。 

   ２ページ目、昨年末からの動きでございます。昨年末、特に仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）につきまして、「憲章」あるいは「行動指針」という形でとりまとめが行わ

れております。また、同じ 12 月ですが、総理のリーダーシップの下「子どもと家庭を応援す

る日本」重点戦略というものがとりまとめられております。この中では、車の両輪といたしま

して、仕事と生活の調和の推進と包括的な次世代育成支援の枠組みの構築という２本の柱立て

がなされております。 

   なお、重点戦略の右側に、分科会が１～４までございますけれども、その４番目の分科会が

「点検・評価分科会」というものでございまして、これが後ほど「資料２」の方で御説明いた

しますけれども、今回のこの会議にテーマとしてつながるものでございます。 
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その後、本年２月には、新待機児童ゼロ作戦ということで、平成 20 年度～22 年度における

重点的な取組みが発表されております。 

５月には、この重点戦略の会議を受けて、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に

向けた基本的考え方というものが、厚生労働省の社会保障審議会、少子化対策特別部会におき

ましてとりまとめが行われております。 

６月には、社会保障国民会議、これは社会保障全体をテーマとして議論が半年ぐらいにわた

って行われてきたものですけれども、中間とりまとめが行われております。 

７月には、特に仕事と生活の調和の実現ということで、当面取り組むべき事項が、仕事と生

活の調和連携推進評価部会でとりまとめが、つい最近ですけれども行われたところでございま

す。 

以下、それぞれの項目について、簡単な概要を付けておりますので、これも駆け足になりま

すが御紹介していきたいと思います。 

３ページ目、子ども・子育て応援プラン（平成 16 年 12 月 24 日決定）の概要でございます。

ここにおきましては、左にございます４つの重点課題。 

「若者の自立とたくましい子どもの育ち」。 

「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」。  

「生命の大切さ、家庭の役割等についての理解」。 

「子育ての新たな支え合いと連帯」。 

このような重点テーマに沿いまして、真ん中の青いところが、21 年度までの５年間に講ずる

施策と目標となっています。 

右側にありますように、目指すべき社会の姿ということで、将来のことを念頭に置きながら

当面５年間何をやっていくかという形で、このようなプランがとりまとめられたところでござ

います。 

４ページ目、これは昨年 12 月の先ほどの重点戦略の概要でございます。先ほども申し上げ

ましたが、車の両輪として、①働き方の改革による仕事と生活の調和の実現、②包括的な次世

代育成支援の枠組みの構築ということで、テーマが設定されております。下にデータがござい

ますけれども、例えば一番左側の出産前後の女性の就業状況を見ますと、子どもを生む前に働

いていたにもかかわらず、出産後辞めてしまう方がまだ依然多いという状況が示されておりま

す。 

また、何で辞めてしまったかというと、真ん中の円グラフでございますけれども、続けたか

ったが仕事と育児の両立の難しさで辞めたという方が 24.2％、解雇された、退職勧奨されたが

5.6％ということで、なお、このように希望がそのまま実現していない状況があります。また、

労働力という観点からも、一番右でございますけれども、このまま行くと大変なことになると

いう問題意識、課題がございます。 

５ページ目、これは重点戦略の続きですが、１本目のワーク・ライフ・バランスの実現とい

う柱についての詳細でございます。真ん中から下に憲章及び行動指針が紹介されております。
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真ん中の箱にございますように、各主体の取組みを推進するための社会全体の目標というもの

を設定して、その進捗状況を把握・評価して、政策に反映していこうということでございます。

目標の中には、１例でございますけれども、第１子出産前後の女性の継続就業率ということで、

38％から 55％という目標が示されております。また、関係者がどういう役割を果たすべきか

についても整理されております。 

６ページ目、６本目の柱の包括的な次世代育成支援の枠組みの構築でございます。左側に３

点、基本的な考え方がございます。 

①親の就労と子どもの育成の両立を支える支援。 

②すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス。 

③すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組。 

ここでは、財政的なものについての試算が示されております。右側でございますけれども、

現行の児童・家族関連社会支出額は推計で約４兆 3,300 億円ということで、対ＧＤＰ比 0.83％

ということでございます。欧州諸国では２～３％の水準でございます。これをもし希望者すべ

てが就業した場合という形で、ある程度希望がかなえられるとした場合には、追加的にあと 1.5

兆円～2.4 兆円程度の財政投入が少なくとも必要ではないかという試算が示されております。

「未来への投資」だということで、効果的な財政投入の必要性が提言されております。 

また、具体的な制度設計につきましては、直ちに着手して、税制改革の動向を踏まえて速や

かに検討を進めるべきということでございます。 

下から２番目の箱に、利用者の視点に立った点検・評価と、その反映という点がございます。

今回のこの会議につながる課題の投げかけでございますけれども、利用者の視点に立った点

検・評価手法の構築というものが必要であり、また、現行プランの見直しに当たって、利用者

の視点に立った指標等を盛り込んで、定期的に点検・評価を行い、その結果を毎年度の予算編

成、事業実施に反映させる、いわゆるＰＤＣＡサイクルの確立ということが提示されておりま

す。 

７ページ目、これは本年２月に発表されました「新待機児童ゼロ作戦」の概要でございます。

真ん中の黄色い箱でございますけれども、今後３年間、20 年度から 22 年度までを集中重点期

間といたしまして、10 年後の目標を設定しております。３歳未満時の保育サービスの提供割合

を 20％から 38％へ、利用児童数にいたしまして 100 万人の増、また放課後児童クラブの提供

割合を 19％から 60％へ、児童数にして 145 万人の増という目標が掲げられております。 

８ページ目、こちらは重点戦略で宿題とされたもののうち、次世代育成支援のための新たな

制度体系の設計ということで、その基本的な考え方が本年５月 20 日に厚生労働省の社会保障

審議会、少子化対策特別部会におきまして、とりまとめが行われております。その概要でござ

います。 

１点目として、基本認識、新制度体系に求められる要素として包括性・体系性、普遍性、連

続性などが挙げられております。 

２点目として、サービスの量的な拡大。 
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３点目として、サービスの質の維持・向上。 

４点目として、財源・費用負担ということで、国、地方公共団体、事業主、個人の社会全体

の重層的負担が求められるという点。 

９ページ目、５点目として、保育サービスの提供の仕組みの検討ということで、利用者の多

様な選択を可能にするための仕組みの必要性。 

６点目として、すべての子育て家庭に対する支援等。 

７点目として、多様な主体の参画・協働。 

８点目として、特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮。 

９点目として、働き方の見直しの必要性で、仕事と生活の調和の実現。 

以上のような内容でございます。 

10 ページ、本年６月に社会保障国民会議が中間まとめを行ったところでございまして、その

中の少子化・仕事と生活の調和分科会の中間とりまとめの概要でございます。 

中身としては、１点目が少子化対策は未来への投資であり、状況はまったなし。 

２点目として、仕事と生活の調和の推進。 

３点目として、保育等の子育て支援サービスの充実。 

等々、重点戦略の中身に沿ったまとめが行われたところでございます。 

最後に 11 ページ目、こちらは課題でありました、仕事と生活の調和につきまして、この７

月に仕事と生活の調和連携推進評価部会でまとめました、当面取り組むべき事項を１枚にまと

めたものでございます。 

題字の右側に付いている「カエル！ジャパン」というカエルのマークが付いてございますけ

れども、これをシンボルとして策定いたしました。最近、ここ２、３日地下鉄にもポスターな

ども張ってございますし、先週辺りは新聞などでも出ていましたけれども、こういうキャラク

ターも使ってキャンペーンをやっていきたいと思っているところでございます。中身としては、

企業の取組みの「見える化」ということで、一般事業主行動計画の公表の促進、推進企業ネッ

トワークの構築、データベースの構築、企業向けアドバイザーの養成、男性の働き方を変える、

最後は「隗より始める」と書いてございますけれども、我々国家公務員から率先してやってい

こうということでございます。 

以上が「資料１」でございます。 

引き続きまして、「資料２」、１枚紙でございます。こちらが、今回のこの会議に深く関わり

ますテーマでございます。「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の点検・評価分科会、先

ほど４つの分科会があると御紹介しましたが、その４つ目の分科会の議論の整理を１枚にまと

めたものでございます。 

点検・評価の基本的な視座といたしまして、利用者の視点に立って施策の有効性を点検・評

価する手法を構築するという必要性、点検・評価の結果を行政の施策に反映させるＰＤＣＡサ

イクルの確立の必要性ということでございます。 

利用者の視点から、どのような現状と課題があるかというのも整理いたしまして、右側に今
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後の在り方ということで６点、どのような点検・評価の在り方が必要かということがまとめら

れております。 

１点目は、結婚や出産・子育てに対する希望の実現度に着目する必要性。 

２点目は、利用者の多様性を念頭にすべての子育て家庭に着目する必要性。 

３点目は、地域差に着目する必要性。 

４点目は、支援策相互の連携に着目する必要性。 

５点目は、ニーズに応じた量的な整備だけでなく、サービスの質にも着目する必要性。 

６点目は、支援策の周知や利用しやすさなど、政策の運用面にも着目する必要性。 

その下でございますけれども、その利用者の視点に立った点検・評価の導入に向けてという

ことでございますが、まず結婚や出産・子育てに対する希望の実現という観点からの施策体系

の整理が必要であり、また、利用者の視点に立った点検・評価のための指標の導入ということ

で、利用率でありますとか、周知の度合い等々でございます。 

なお、先ほど追加的に資料を配らせていただきましたが、本日の新聞でワーク・ライフ・バ

ランスという言葉を、どれぐらい知っているかという世論調査の結果を追加で、先ほど佐藤先

生の御指摘で配らせていただきましたけれども、例えばこんなような調査でございます。 

右側に行きまして、点検・評価手法の充実ということで、既存統計の改善・工夫、利用者意

向調査等の実施ということで、既存のいろいろな統計でもさまざまな分析をすることにより、

いろいろなことがわかってきますが、それらで把握されないものについては、利用者意向調査

などを実施する。 

点検・評価結果の施策への適切な反映、質の評価の在り方など、点検・評価手法のさらなる

充実ということで、ＰＤＣＡサイクルの実施、質の評価の在り方など、点検・評価手法の検討

という形で課題が掲げられております。 

言わばこれらの必要性、課題というものを、どうやって具体化していったらいいのかという

のが、本会議のテーマでございます。 

引き続きそのテーマについて、もう少し詳しく説明をさせていただきたいと思いますが、「資

料３」をお願いいたします。 

「少子化社会対策推進点検・評価検討会議について」ということで、いわゆるこの会議のミ

ッションは、どういうものなのかという形で事務局としての考えを整理したものでございます。 

この会議でございますが、少子化担当大臣の下に設けられたものでございまして、先ほどの

重点戦略で検討課題とされた、利用者の視点に立った点検・評価手法の検討を行うものでござ

います。ここでさまざまな関係者、有識者の方にメンバーをお願いしております。同時に、総

合的に推進していくという観点から、関係の各省庁にも御出席をお願いいたしております。 

ここでの検討結果につきましては、先ほどの「少子化社会対策大綱」でありますとか「子ど

も・子育て応援プラン」というものの見直しに反映していきたいと思います。現行のプランが

平成 21 年度までのプランとなっておりますので、そのプランが終わるまでに新たな計画とい

うものをつくっていかなければならないということでございます。その見直しに反映していく
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ものです。 

検討テーマでございますけれども、利用者の視点に立った点検・評価手法の検討ということ

で、①利用者の視点に立った点検・評価指標、先ほどの分科会の報告で必要性などがうたわれ

ておりますけれども、それを更にどうやって具体化していったらいいのかという点。 

②利用者満足度調査の設計に向けた課題ということで、先ほども利用者意向調査の必要性が

指摘されておりましたけれども、今年度、我々としては既存の統計では把握できない点などに

つきまして、このような調査を実施しようと考えておりますけれども、どういう調査の項目で、

どういう考え方で調査していったらいいのかという辺りについても、これは次回以降のテーマ

になりますけれども、皆様方のお知恵を是非いただきたいということでございます。 

また、その他、現行個別施策の進捗状況の点検・評価などということで、利用者にとって利

用しやすく、効率的なサービス提供の在り方に留意しつつ点検・評価を行うということで、例

えばサービス提供側の問題などにも目を向けてはどうかということでございます。 

２ページ目、これまでいろいろな検討の場が出てきて、若干混乱するところもあるわけです

けれども、この重点戦略において、指摘されたさまざまな課題について、どういうテーマにつ

いて、どこで、どういう検討が行われているのかということを、ちょっとイメージ的につくっ

てみたものでございまして、重点戦略のテーマがございます。 

まず一番左側ですけれども、重点戦略で提言された課題のうち、包括的な次世代育成支援の

制度設計、そのうち先行して実施すべき課題につきましては、先ほどの厚生労働省の社会保障

審議会、少子化対策特別部会で考え方がまとめられ、また秋以降検討を深めるということでご

ざいます。 

また、先行して実施すべき課題につきましては、これは保育ママの制度化でありますとか、

事業主の次世代育成の計画、大企業ではなくてもう少し中小の企業にも広げるといった内容で

すけれども、これにつきましては、通常国会で１回法案を出しましたけれども、残念ながら廃

案になってしまったということで、この成立を引き続き目指すということでございます。 

また、重点戦略の１本目の柱でございました、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）につきましては、憲章・行動指針を踏まえて、仕事と生活の調和連携推進評価部会という

ことで、先ほどカエルのマークの付いていたペーパーで整理したものでございますけれども、

あのような形で今後取り組むべき事項が今年７月にまとめられております。 

重点戦略の３つ目のテーマでございます、利用者の視点に立った点検評価というところが、

言わば今回のこの会議に関わる部分でございまして、とりわけＰＤＣＡサイクルで言えばＣの

チェックする部分につきまして、どういう観点から、どのように指標を用いて評価していくか

ということです。利用者満足度調査の設計に向けた課題ということで御議論をお願いし、その

結果を、大綱なりプランなりの見直しに是非生かしていきたいというところでございます。 

一方、自治体の方でも、自治体ごとに作成いたします次世代育成支援の行動計画につきまし

ては、これも厚生労働省の方で今、手引きということで間もなくできると聞いておりますけれ

ども、各自治体の方にもお伝えして、各自治体における行動計画を生かしていくということで
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ございます。 

勿論、これはそれぞれ縦割りでできているものではございません。それぞれ横の関係は見て

いかなければならないと思いますし、同時にこれらの動きをにらみながら、我々としても検討

できるように工夫はしてまいりたいと思います。 

３ページ目「検討項目及び大綱、プランの見直しに向けた今後のスケジュール」、大まかな

スケジュールでございますけれども、検討項目といたしましては、最近の取組、次世代行動計

画改定の作業方針及び指標の検討状況、利用者満足度調査や子どもの育ちを成長段階に応じて

フォローできる調査の在り方、少子化社会対策大綱、子ども・子育て応援プランの見直しに向

けた留意事項の整理、その他、個別施策の進捗状況の点検・評価、地方からの意見聴取等でご

ざいます。 

スケジュールとしては、当面は秋までに何回か開催いたしまして、特に利用者満足度調査の

設計に関わる部分などを中心に御議論いただきまして、秋以降の大綱とかプランの策定の見直

しに向けた検討につなげていきたいと考えているところでございます。 

私の説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。少子化社会対策をめぐる最近の動きと、この委員会の趣旨

や検討の内容について御説明いただきました。この後は、皆さんから自己紹介を兼ねてこの委

員会での利用者の視点から点検・評価についての御意見を伺うことにしたいと思いますが、そ

の前に今、御説明いただいたことについての質問とか、特に「資料３」、この委員会の役割、

並行していろいろな審議会での部会とか、いろんなものが動いていますので、その辺の住み分

けについてよくわからないということがあれば、まず事実確認の御質問から先に伺っておいて

内容に入ればと思いますので、どなたからでも、これまでの経緯でもよろしいですし、点検・

評価検討会議での位置づけなり検討の内容について、わからない点があれば追加的に説明して

いただきますので、いかがでしょうか。 

   「資料３」の２ページで、事務局もいろいろ動いていて説明が難しいという御意見があった

んですけれども、基本的に我々は点検・評価の手法と利用者の視点から見て、これまでの施策

なり、今後やるべき点について、こういうことが大事だということをとりまとめて、具体的な

施策に生かしていくのはほかの部会で検討しているので、そちらにつなげるという形になりま

す。ですから、ここでこういうことをやることを決める位置づけの会議ではない。意見を出し

ていただくのは結構なんですけれども、ここで具体的な施策について決めるというよりは、政

策評価のやり方とか、これまでの視点から見てやった場合、こういう点が課題だとか、今後は

この点に留意すべきということをまとめて、それぞれの施策の検討をするところにつなげてい

く形になると思います。もし違っていたら言ってください。 

 ですので、３ページのスケジュールのところにありますように、大綱、プランを我々が策定

するわけではなくて、それをどこかでやることになったときに、留意事項、ここでまとめたも
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のを留意しながらとりまとめていただきたい。そういうことを検討する会議だと理解していた

だければと思います。 

   御質問は、よろしいですか。それではまた後で。 

   そうしましたら、上川大臣がお着きになりましたので、着いて早速というのもあれですけれ

ども、ごあいさつをいただくということでよろしいでしょうか。 

   それでは、よろしくお願いいたします。 

 

○上川大臣 

 本日は、大変お忙しいところを、第１回会議に御参集いただきまして、ありがとうございま

す。遅くなりまして、大変恐縮でございます。 

   少子化対策に向けた取組みといたしましては、昨年 12 月に「子どもと家族を応援する日本」

重点戦略、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の憲章と、その推進のための行動

指針がとりまとめられました。 

   その後、御承知のとおり、新待機児童ゼロ作戦や社会保障国民会議の中間報告のとりまとめ

を行うなど、一層の取組みの促進ということで加速させています。 

   特に「子どもと家族を応援する日本」重点戦略におきましては、少子化の背景にあります国

民の結婚や出産、あるいは子育てに関する希望と現実の間にギャップがある、乖離があるとい

うところを踏まえ、働き続けるか、結婚して子どもを持つかといった二者択一の構造を解消し

ていくことが、最終的に少子化対策に直結していく大変大きな課題であるという認識を示しま

した。そして、働き方の見直しによって仕事と生活の調和の実現を図ること、また同時に、さ

まざまな働き方、多様な働き方に対応して、保育サービス等の子育て支援策についても、社会

的基盤としてもう一度見直し整備していくこと、これを車の両輪として進めていくことの必要

性について、随時の政策発表の折にも確認しながら推進してきました。 

   重点戦略では、少子化対策の実効性を担保するために、利用者の視点に立って、きめ細かく

点検・評価を加え、そしてその結果を施策の改善につなげていく。そのための手法の構築を図

るべきであるとの指摘がありました。そうした必要性についても、大変大きな課題として指摘

されたところでございます。 

   そこで、今回新たに本検討会議を設置していただいたわけですが、特に利用者の視点に立っ

た点検・評価手法の構築に向けた、具体的な検討を行うことを目的としておりまして、先生方

の御議論の成果を、少子化社会対策大綱、あるいは子ども・子育て応援プランの見直しに活か

したいと考えております。 

   このような公開の場で、活発な御議論をいただくことにより、国民の目線に立って広く御意

見をいただき、施策の充実につなげてまいりたいと思っております。 

 今日の会議は、関係府省からなります連絡会議との合同会議です。各省の担当課にも御出席

をいただき、皆様の御指摘ですぐに取り入れられるものがあれば、施策に反映していくという

チャネルにもなっておりますので、是非委員の皆様方におかれましては、佐藤座長の下で精力
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的な御議論をよろしくお願い申し上げます。 

 

○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。 

   今、大臣からも、この点検・評価検討会議の位置づけ、どういうことが期待されているかと

いうことを、十分御説明いただいたかと思いますが、その内容についてはよろしいですか。 

   それでは、ここから意見交換させていただければと思います。委員の皆様からは、自己紹介

も兼ね、またこれまでの御経験を踏まえて、この検討会議での考え方、利用者の立場に立った

点検・評価、これについてのお考えを中心に、まず御意見を伺えればと思います。 

   今日は最初ですから全員にということですので、まず案田委員から御意見を伺えればと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○案田委員 

 サービス・流通連合の案田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

   私どもの産業は、サービス産業で働いている者を組織している労働組合ということで、女性

が多く、いわゆる非正規という方々の割合も多いという雇用形態でございます。また、働き方

についても、サービス産業といいますのは、なかなか可視化できないとか、あるいは生産性が

低いということも昨今言われておりまして、そういったものをどのように変えていくかという

意味で、経済・社会の中でも、今後、評価対象として重点的な産業ではないかと思っておりま

す。 

   その中で、女性が多く働いているということの中では、子育てと働き方を苦労しながら行っ

ている女性が非常に多いわけですけれども、一方で目を男性の働き方の方に転じてみると、長

時間労働というものが同じ産業の中で起こっていて、その男性と女性というのは決して夫婦で

はないわけですけれども、ただそれぞれが、それぞれの家庭の中で、そういった状況について、

さまざまな苦労を抱えながら家庭を形成しているということを考えますと、そういったところ

についていろいろ御意見を反映させていただければと思っております。 

   一方で、企業というところを見ましても、それぞれの地域の中で、製造業に比べると地域に

開いている産業というか、そういう面がございますので、さまざまな地域ごとの子育てへの支

援ということも本来できるのではないかと思っております。ただ、いろいろな企業表彰などの

状況を見ても、製造業が比較的いろんな表彰をされていて、サービス産業というのが少ないの

ではないかと思っております。これは、サービス産業そのものが地域にそういった目を向けて

いないのか、あるいは表彰というところでサービス産業は余りそういったものの対象になって

いないのかわかりませんけれども、いずれにしろ企業が果たす地域の子育ての社会的役割とい

うものについても重要だと思っております。 

   ただ、それはサービス産業という目線だけでものを見るのではなく、やはり地域と家庭とい

うものを視点に置くことが重要だと思っておりまして、企業の政策、行政の政策、あるいはＮ
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ＰＯであるとか、それぞれ地域では取り組んでおるんですけれども、それがそれぞれの地域の

中で本当に生活の仕方とうまくバランスが取れているのかということを考えると、やはりもう

少し家庭という目線でものを見て、それが地域の中でうまく結び付いているかというところに

視点を移すことが大事だろうと思っております。 

   そういう面では、点検・評価といういろいろな指標を考えるなどの上でも、それぞれの自治

体などの協力をいただきながら、地域ごとにバランスの取れた政策となっているかどうかとい

うことについて検討することが重要だろうと思っております。 

   いずれにしましても、それぞれの家庭の中で、希望する生活の在り方、それは子育ても含め

てですけれども、それが実現していくことにおいて、少子化問題というものが解決されていく

んだという信念を持ちながら進めていきたいと思いますし、ＰＤＣＡサイクルという言葉が使

われておりますけれども、そのＣでどういう目線でものを見るかというところが、全体の回し

方が大きな転換としていい方向に向かうんではないかと思っておりますので、少しでもその役

割を果たせればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○佐藤座長 

 どうもありがとうございます。先ほどサービス産業というのは、地域密着型で、いろんな子

育て等に関わる施策ができるんではないかと。ただ、他方、表彰等では上がってきてないとい

うお話があったんですけれども、十分調べてないですけれども、可能性が１つあるとすると、

次世代法の認定等々、企業の子育て支援策を表彰するわけですけれども、表彰は社員だけでは

なくて非正社員も含めて施策をやっているかどうかというのが認定基準なんです。ところが、

ややもすると社員だけ想定して制度をつくっていて、受けようと思ったときに有期や非正規の

人が対象になってないと受けられない場合も幾つか聞いています。そういうこともあるのかも

わかりません。 

   続きまして、竹内委員、よろしくお願いいたします。 

 

○竹内委員 

 よろしくお願いいたします。私は、現在２歳と４歳の子どもを育てながら仕事をしておりま

す。幸いにも夫の理解もありますし、３世代同居をしておりまして、義理の両親と住んでいる

ことによりまして、仕事をしている間、家族を見てくれるという恵まれた環境におります。そ

ういうことがありまして仕事を続けることができております。 

   入社して、現在 12 年になるんですが、そのうちの２年間は育児休暇を取りました。最初に

静岡第一テレビに入ったときには、アナウンサーとして入りまして、県内各地でさまざまな取

材をして番組等で流してまいりました。 

   育児休暇を終えまして復帰した際には、肩書きの方にも書いております、笑顔でギュッとパ

パママ応援団というイベントを立ち上げました。これは、静岡県内ですけれども産・官・民が

一体となりまして、子育て中のパパやママ、その家族を、どれだけ手助けできるかといったイ
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ベントになっております。その会場に２日間で、延べ３万人ほど来場してくれるんですけれど

も、その中でここに来れば県内各地の子育てにおいての必要な情報を、県や市、医師、幼稚園・

保育園、そして賛同してくれている企業の情報を得られる場になっております。まだ３年とい

う未熟な機関なんですけれども、少しずつ県民には認知されておりまして、課題は山積みです

けれども、少しずつ皆さんが理解して足を運んでくれるようになっております。 

   私個人の話をさせていただきますと、幼少のころアメリカに父の仕事の関係で 12 年ほど住

んでいたんですけれども、当時、母は専業主婦をしておりまして、学校行事等には母が出てま

いりました。周りのアメリカの友人たちは、共働きの家族が多いものですから、やはり一人で

夕食を食べたりする経験がとても多いと聞いたことがあります。 

当時、幼少ながらも、そういった体験を見て、働いていない母親を、よかったと思った経験

がありました。でも、現在、私は仕事をしているんです。 

これはなぜだろうと考えますと、やはり自分個人を取り巻く環境、先ほど最初に申しました

夫の理解ですとか、家族の理解、それから社会の理解が、私の中では合致している。ワーク・

ライフ・バランスと言っていますけれども、それが私の中ではある程度満たされた状況に実は

あるんではないかと思います。 

そういう中で、仕事ができているので、ある程度両方のバランスが取れていると思っており

ます。 

今後、自分はある程度ライン以上のことができておりますけれども、友人の家族を見ていま

しても、やはりまだまだそういった環境に恵まれてない人はたくさんおりますので、そういっ

た方向に少しずつ、自分の意見がどれほど役に立つかわかりませんけれども、個人的に今まで

の実体験を基にお話させていただけたらと思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。 

   続きまして、普光院委員、よろしくお願いいたします。 

 

○普光院委員 

 私は、保育園を考える親の会という、保育園に子どもを預けて働いている親たちのネットワ

ークを主宰しております。今年でもう 25 周年を迎えますけれども、首都圏を中心に 400 人ぐ

らいの会員が、日々メーリングリストで情報交換をしたり、会の機関紙を発行したりという活

動をしております。 

   会としては、いろいろ出版物も出しておりまして、95 都市保育力充実度チェックという、東

京、神奈川、埼玉、千葉の各市・区の保育施策を、自治体アンケートによって調査いたしまし

て、待機児数から、保育料から、認可外保育施設の状況から、保育ママから、ファミリーサポ

ートセンターから、さまざまな保育サービスについて、95 の市・区の回答を得まして冊子にま
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とめております。 

   そういった活動をしつつ、私自身、国や自治体の施策検討にも参画しております。先日は保

育所保育指針の改訂に関する委員会等にも参画させていただき、自治体では保育所の第三者評

価ですとか、民営化のときの事業者選定の委員等をやりまして、保育所の施設の方も随分見て

歩いたり、書類に目を通したりという仕事をしてまいりました。 

   一方で、利用者の声を聞いてきたわけですけれども、今回、利用者の視点に立った評価とい

うことで、大変ありがたいというか、心強く思っております。ただ、ここずっと保育制度の変

遷を見てまいりまして、私が問題意識として持っておりますのは、利用者のためになる、役に

立つ保育制度なり、子育て支援サービスをしようとするときに、まず利用者の満足度であると

か、ニーズ調査であるとか、いわゆる普通の商品開発のときと同じような手法で今まで調査さ

れてきたような経緯があったんですけれども、これは的外れになる可能性があると感じており

ます。 

と申しますのは、勿論それは判断材料にはなるのですが、まず切実度のウェートづけが全く

されていない。私たちから見れば、例えば病児保育が必要ですかとか、延長保育があればいい

ですかと言えば、勿論ないよりはあった方がいいに決まっているわけですけれども、それが何

よりも優先されるわけではないということです。 

先日も親の会のメーリングリストで、ちょうど育児休業明けのお母さんから、いよいよ慣ら

し保育に入りましたというメールが流れました。彼女の場合は育児休業が今、明けるわけです

けれども、認可保育所に申し込んだところ、やはり満員で家の近くの認可保育所に入れなかっ

たということで、近くの認可外保育施設に預けることにしたと。非常にきれいな施設で、若い、

かわいい保育スタッフさんがそろっていて、自分ではいいではないかと思ったということです

が、慣らし保育を始めて迎えに行ってみると、フローリングの床の上で我が子が泣き疲れて、

うつ伏せになって寝ている状況に遭遇しまして、これはもうほったらかしだったに違いないと。

彼女の場合はそれが第２子で、第１子は公立保育所に預けてきたということで、全く保育の質

が違うのではないかということになって、数日後にはもう役所と職場を２往復して、入園申請

の書類を整えて、家から遠いんですけれども、遠くの認可保育園に申請されまして、何とか入

園できたという報告をされていました。 

そこの自治体というのは、実は子育て応援券というものを出していまして、０歳のときは１

年間で６万円分の応援券が使えて、一時保育であるとか、コンサートのときの託児であるとか、

育児講座であるとか、整体マッサージであるというものが利用できるシステムをやっているわ

けですけれども、それを聞きつけた子育て世帯が移り住んでくるという状況になって、結果、

待機児が増えているということです。その結果、基本的に、多分移り住んで来た方が一番欲し

いであろう保育サービスが足りなくなってしまったという皮肉な事態になっているのではな

いか。 

もう一つ、中学までの医療費無料をやっている 23 区の自治体も、爆発的に入所希望が増え、

待機児童が増えて、自治体の担当者も困惑しておられるという状況があります。 



 - 15 -

そういうのを見ますと、バランスが非常に大事だと考えておりまして、ただ平板に、これが

欲しい、あれが欲しいというから用意しましょうというだけではだめではないかと思います。 

もう一つ、利用者といったときに、利用者は保護者と考えられがちですが、やはり保育サー

ビスである場合は子どもが身を持ってそのサービスを体験してしまうわけですから、利用者は

子どもでもあることは見落としてはいけないと思っております。 

私が一番危ないと危惧しておりますのは、東京都内にビルの中の保育が急激に増えているこ

とです。園庭がなくても、朝・夕に近くの公園にお散歩に連れて行くような、ちゃんとした保

育施設もあるんですが、例えば保育料を安くするための競争などをしていますと、やはり保育

スタッフの人数が減ってきますので、お散歩もなかなか毎日は連れて行けないという施設が増

えてきた場合に、私は幼児、特に２歳以上ぐらいになってきた子どもが、毎日ビルの中で 10

時間以上、園庭のないところで保育され続けてよいのか。これはひょっとしたら、将来、国の

医療費にも響いてくるかもしれない。子ども幸せが一番大事ですけれども、その次に健康な次

世代が育たないということに万一なりますと、これは国にとっても手痛いことではないかとい

うことを考えますと、子どもの発達ニーズ、子どもの利用者ニーズというのは、つまり発達ニ

ーズだと思うんですけれども、子どもの発達ニーズを満たす。この子どもの発達ニーズの満足

度も是非視野に入れて、検討を進めていただければいいと思っております。 

長くなりますが、あと私の問題意識としては、学齢期の子どものこと。以前のように本当に

空き地で元気に遊んでいた時代ではなくなってしまって、そういう環境がなくなってしまった

ときに、何があれば心身ともに健全にバランスよく育つことができるのかということ。ワー

ク・ライフ・バランスは勿論、保育サービスの量とワーク・ライフ・バランスは完全にリンク

しておりますので、長時間労働が増えれば、それだけ延長保育ニーズがふくらむ形になってお

ります。日本ほど長時間の保育をやっている先進国はほかには余りないのです。ですから、そ

ういうことを考えますと、ワーク・ライフ・バランスは非常に重要だと考えております。 

もう一つ最後に、自治体は一生懸命やってくださる自治体も多いんですけれども、１つは首

長や議会の考え方で、保育や子育て支援に対する力の入れ方が全然違ってきてしまうんです。

それはもう会員の方の声を聞いていても、すごく感じるんですけれども、自治体の格差が大き

い、首長の考え方、議会の考え方、それから財政の豊かさ、これですごく変わってきてしまい

ますので、私はこの格差を減らしていくためには、国のてこ入れが必要ではないかと感じてお

ります。 

   以上です。長くなりまして済みません。 

 

○佐藤座長 

 我々がこれから議論する上で、大事な論点を幾つも出していただいて、どうもありがとうご

ざいます。利用者の視点で利用者とは何かとか、利用者のニーズを満たせば、それで政策評価

できるのかということは、非常に大事な点で、延長保育とか病児保育のニーズは調べるとある

んです。ただ、これは働き方に規定されている部分もありますので、やはり延長保育に預けな
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くても早く帰れるとか、残業はそんなにないとか、病気のときは休みが取れた方がいいわけで

すから、必要性はありますけれども、今あるニーズ自体を満たせばいいのか、その辺は非常に

大事な点だと思います。 

   自治体格差というお話もありましたので、続きまして、森委員の方から御意見を伺えればと

思います。 

 

○森委員 

 普光院委員から大変厳しい、ある面では怠けている自治体かもしれませんので。今回この問

題の中で、先ほどの資料３の２枚目に、いわゆる次の次世代計画、22 年度からということがご

ざいます。この問題は、実は私どもも先回つくりました計画に基づいて、いろいろ事業を進め

ていくわけですけれども、たしかこういう計画に数値目標が、高齢者の問題のときから入りま

した。 

こういうことで、恐らく数値目標というのは、次の計画のところには相当、例えば待機児の

問題を含めた、新たに、例えば保育園なり幼稚園の、いわゆるハコモノをつくってやるという

ような数値目標が顕在化してくる可能性がますます。 

といいますのは、実は私どもまだ、お陰様で愛知県の中でも、特に西三河の地域は、自動車

産業を中心としたところで、いわゆる産業活動が活発だと。裏返せば、それだけ働き手で欲し

いということは、俗に言うとワーク・ライフ・バランスというのがなかなか取りにくいところ

の裏返しにもなるかもしれません。 

そういうことを考えたときに、私どもは今までどちらかというと、この計画づくりというの

は供給サイド、先ほど来お話がございましたように利用者、いわゆるコンシューマーの方の立

場というのは、どちらかというと、ある面では数量を持っていかなければいけないというよう

な状況の中で、常に供給サイドの論理で、恐らく計画づくりというのは、確かに住民参加でや

ってきましたけれども、どちらかというとそういう視点が強かったと思います。 

しかし、22 年度から始まる計画は、恐らく 21 年度にこの計画づくりをしていかなければい

けない。そうすると、そのときにはっきり、いわゆる利用者が、どういうようなということは、

ある面では今までの供給サービスの、例えば利用に対する満足度を含めた、いろんなものを数

値的にとらえて、そしてそれに基づいて計画づくりに反映していくようなことが、恐らく大き

な課題になってくるのではないかと思います。 

それと、これは私ども０－14 歳の構成比率が 18.6％ぐらいで、65 歳以上が 16.5％ですから、

まだ逆転はしておりません。ということは、まだまだ若い世代の方たちが、特に自動車産業を

含めた中堅の、ある面では保育ニーズから小学校の義務教育、その辺のニーズの方たちが居を

構えてという傾向が強いということです。 

ということは、裏返せば、ある面では、そういうものが更に顕在化してくることになって、

それに対応していくのはどうしたらいいかということの中で、特に今、私どもが一番懸念して

おりますのは、やはり０、１、２ぐらいの、特に１、２歳、ここら辺りをどのようにしていく
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か。 

１つには、これは是非とも皆様方で御議論していただきたいのは、既存のものを有効活用で

きるような仕組み、こういうものは、今までどちらかというと新しくつくるということできた

ということです。こういうことを考えていかないと、どんどんニーズが顕在化するからつくれ

ばいい。それは恐らく違ってくるんではないかということを含めて、今、私どもが、これから

恐らくそういう問題も含めて計画づくりをしていかなければいけないということ、この会議の

中で、またいろいろ御示唆をいただければいい機会だと思っております。 

ありがとうございました。 

 

○佐藤座長 

 ありがとうございました。 

   最後になりましたけれども、矢島委員の方が御意見をいただければと思います。 

 

○矢島委員 

 私は民間のシンクタンクで調査研究に携わってまいりまして、子育て支援等の少子化対策の

問題ですとか、高齢者の介護問題等の調査を長年してまいりました。 

   近年は、少子化対策の視点ですとか、男女共同参画の視点から、ワーク・ライフ・バランス

に関する調査に幾つか携わらせていただく機会を得ています。また、保育や教育等の子育て支

援に関する調査なども行わさせていただいております。 

   そんな中で私のアプローチとしては、社会全体を統計データ等を用いて俯瞰的に把握するマ

クロのアプローチと、個人の生活実態とか意識、それから企業の活動実態とか、そういったも

のをアンケート調査等で把握して、それを分析するというミクロのアプローチと、その両方か

らアプローチをさせていただいております。 

   そういう中で、今回、この点検・評価部会に参加させていただいて、またその手法の議論を

することに携わらせていただくということについて、大変いい機会を得たということで、あり

がたいと思っております。 

   今の時点で、私が考えております手法の確立について、３点ばかり今の時点で考えているこ

とがあります。 

   １つ目は、先ほど普光院委員がおっしゃったことに近いんですけれども、普光院委員は親の

介護の視点から、利用者というものをどうとらえるかということについて、やはり課題がある

ということもおっしゃっていただきましたけれども、以前、やはり自治体の次世代育成支援対

策の担当者の方々ですとか、地域で子育て支援活動をしているＮＰＯの方々にお話を伺ったと

きも、やはり同じような御意見がございました。親のニーズと子のニーズが一致しているかど

うか、その辺りを注意して利用者のニーズを見てほしい。 

   サービス提供者の質に対する考え方と、親の質に対する考え方が一致しているかどうか。 

   施策の本来目的と親のニーズが一致しているかどうか。親のサービスの使い方のニーズが一
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致しているか。そういったことに十分気を付けた上で、利用者のニーズということを、先ほど

普光院委員も適切におっしゃっていただきましたけれども、満足度とか、そういう狭い範囲で

とらえないで、きちんと把握しないと方向を間違えてしまうんではないかということがありま

す。 

   １つ目なんですけれども、今、最後に言った施策の本来目的と親のニーズという問題とも近

いんですけれども、利用者の視点に立った点検・評価が問題として出てきた背景には、その視

点が今まで施策の評価視点として欠けていたからということで出てきたんだと思うんです。で

すので、それはとても重要なことなんですけれども、その前提として施策が本来目指した社会

が実現しているかどうかという部分の評価と合わせて行う必要があると思います。 

   それは、先ほど資料１で、子ども・子育て応援プランの概要という御説明がございましたけ

れども、この時点で目指すべき社会の姿の例が出ています。これについては、その時点で課題

とされたことが裏づけとしてあって、そこにはきちんと統計データ等が、その時点での実態が

示されているわけです。その地点と目指すべき社会の姿ということで、計画の最終の時点とい

うことで、実際にどれぐらい社会が変わってきたのかということを、きちんと踏まえた上で、

それプラス利用者の視点に立ったということで、評価する必要がある。そこが非常に重要だと

思っています。 

   それをすることは、自治体の皆さんにとって非常に御負担だとは思うんですが、でも、一方

で非常に自治体の皆さんのためにもなるというか。というのは、合計特殊出生率とか待機児童

だけで評価されることについて、自体の皆さんはジレンマを感じてらっしゃると思うんです。

やはり合計特殊出生率というのは、市町村が提供する子育て支援サービスや子育て環境をよく

しようという努力だけでは、なかなか思うようにいかないところがある。ある意味、景気や雇

用の問題は大きいですし、例えば待機児の多い都市部などでは、先ほどおっしゃっていただい

たように、次々に潜在ニーズが出てくる大きな変化がありますし、逆にそういう問題のない、

出生率が比較的高い地域ですとか、待機児がいないような地域でお話を伺いますと、若者の流

出ですとか、子ども自体の数が減っていくということに対して、非常に問題意識を持ってらっ

しゃって、その辺りで、このまま出生率とか待機児童だけを目安にしていくと、自治体の方々

が非常に無力感にとらわれるのではないかということを懸念しています。 

ですから、後期行動計画では、その手前の、もう少しいろいろな施策分野について、自治体

の方々が取り組んだことはきちんと取り組んだ成果として見える。しかし、ほかの要因で、ど

う社会環境が変わって、マイナスの要因がどう出ているのか、それが総合的な指標だけではな

くて、分野、分野で見えることが、自治体の方々にとっても非常に重要ではないかと思います。  

最後に、この点検・評価というのは、実行可能な手法でなければならないということで、ど

のタイミングで、だれにやってもらうのかということを設定した上で、その方々が確実に取り

組める手法であることが非常に重要ではないかと思っています。 

以上です。 
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○佐藤座長 

 大事な点を御指摘いただいて、どうもありがとうございます。 

   自己紹介と御意見を伺ったんですが、もう少し追加的に発言しておきたいことがあれば伺い

ますが、いかがでしょうか。とりあえずはよろしいですか。 

   それでは、この会議というのは、関係府省連絡会議との合同会議でありますので、各省から

も担当者の方に御出席いただいています。そういう意味で、この会議に期待することとか、要

望とか、あるいは委員の方の御意見を踏まえて、こう考えているということがあれば伺えれば

と思いますが、いかがでしょうか。どなたからでも。あるいは全員に伺うのがいいのかもしれ

ませんけれども、どうぞ。 

 

○総務省（鈴木課長） 

 総務省としては、地方自治を所管しているという観点と、新しい技術などを使う情報通信を

進めていくという面、国自身の制度という３つのものが合わさってございますので、いろんな

面で少子化に対しての取組ができると思います。 

   まず、我が省自身で、なるべく女性の方にたくさん働いていただいて、子どもさんを持って

も働いていただくということも進めておりますし、新しい技術を使って、今テレワークという

ことが大変進んでおりまして、子どもさんを、そもそも保育園に預けずに、手元に置いたまま

働ける状況をつくるというのが、泣けば親御さんがちゃんとあやすことができますし、母乳を

あげることもできますし、本来そういうところに預けないで済むような状況をつくっていくよ

うなことの推進も、関係府省さんと御一緒にやらせていただきたいと思います。 

   また自治体の方も、なかなか財政状況が厳しい中で、まさに少子化で若い人がいなくなった

自治体と、そういう人ばかり集まってきて、施設が足りないような都市部の自治体の差のよう

なものもございますので、そういったもろもろの観点からこの会議に参画させていただきまし

て、いい解決策に貢献していきたいと思っております。 

   よろしくお願いします。 

 

○佐藤座長 

 大谷さん、どうぞ。 

 

○文部科学省（大谷企画官） 

 文部科学省幼児教育課でございます。本来ですと、男女共同参画課から御説明させていただ

くべきかと思いますけれども、私ども初等中等教育局という観点からいいますと、私ども幼稚

園を主に担当しております。後ほどまた厚生労働省からも御説明があるかと思いますけれども、

私ども幼稚園・保育所の関係、それから認定こども園という制度がございまして、最近は幼保

連携推進室というものを、文部科学省、厚生労働省に設置いたしまして、お互いに役所の壁を

越えて連携し合おうということで、政策も緊密に連絡を取っているところでございます。 
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   現実に、例えば先ほどお話もありましたが、保育所保育指針及び幼稚園教育要領、これは幼

稚園の学習指導要領に該当するものですけれども、こうしたものの作成に当たっても、両省で

連携を図りながら、できるだけ共通のものをつくる方向性で、今、施策を進めているところで

ございまして、少子化の観点からいいますと、幼稚園と保育所の連携、あるいはそうした幼少

期における教育の充実という観点から、私ども文部科学省として取組みを進めておるところで

ございます。 

   これまでも、私ども文部科学省で家庭教育という観点からも、家庭の子育て不安であります

とか、子育て相談でありますとか、家庭教育手帳のようなものを御家庭にお配りすることで、

家庭教育の支援ということも施策として打っているところでございます。 

   文部科学省としては、このような施策に対して、いわゆる保護者の御要望でありますとか、

ニーズといったものを的確に把握してまいりたいと思っておりますので、今回の点検・評価検

討会議におきまして、有益な御意見をいただければありがたいと思っているところでございま

す。 

 

○佐藤座長 

 厚生労働省さん、どうぞ。 

 

○厚生労働省（今里課長） 

 厚生労働省といたしましては、先ほどございました次世代育成のための２つの柱があるわけ

でございますけれども、ワーク・ライフ・バランスの面と保育サービスをいろいろな形で提供

していく。こちらの両輪を、言わば両方させていただいているわけでございます。 

   私の立場は、保育課長ということでございますので、その中でも保育サービスの保育所を中

心とするわけですけれども、いろいろな形での保育サービスの提供。いろいろなことが課題と

して起きているわけでございますけれども、それについてこういう場を通じて、先生方のお話

も伺いながら、政策のとりまとめに反映させていただければと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○佐藤座長 

 同じ厚生労働省の朝川さん、どうぞ。 

 

○厚生労働省（朝川室長） 

 そもそも私ども厚生労働省は、少子化社会対策の中で、かなりのウェートを占めてございま

すので、まさにこういう場で貴重な御意見をいただけるのは大変ありがたく思っております。 

   大きく分けて、私が直接普段やっている仕事との関係で申し上げますと、今日の資料３の２

ページ目でいきますと、左側にある特別部会という、今、社会保障審議会で議論しているよう

な、今後の次世代育成支援のための制度の見直し、新しい制度の構築をしていく上で、現行の
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いろんな施策の評価をどうしていくのかということは、しっかり踏まえながらやっていく必要

があると思いますので、そういう意味でもこの会議での貴重な御意見を参考にさせていただき

たいと思っております。 

   もう一つは、一番右側にあります、後期行動計画の関係でございますが、これは目下、22

年度から新しい行動計画になるわけですけれども、大体自治体さんにおいては、今年度ぐらい

からニーズ調査を始め、取組みを始めていただく時期に差しかかっておりますので、私ども今、

手引きとか、そういうものの作成について詰めの作業をしている最中でございますので、そう

いう意味でも非常にタイミングよく会議を開いていただいておりますので、是非皆様方の御意

見を参考にさせていただけたらと思っております。 

 

○佐藤座長 

 当面、後期行動計画の作成で動き始める時期ですので、そういう意味ではここでの議論を並

行してそちらに反映させていただければ非常にありがたいと思っています。 

   経済産業省の稲垣さん、どうぞ。 

 

○経済産業省（稲垣企画官） 

   経済産業省といたしましては、主なミッションは国富の拡大でございまして、そのためには

人口問題、少子化対策、これは非常に重要な問題だろうと認識しているところでございます。 

これは総論的な話でございますが、経済産業省といたしましては、ワーク・ライフ・バラン

スのワークのところが我々のミッションの大きなところであろうと考えておりまして、例えば

個別の話になりますと、事業所内託児所の整備ですとか、そういったところをいろいろやって

いるところでございます。 

また、先ほど総務省さんからもお話がございましたが、テレワークという働き方を進めてい

くことによって、今まで育児等で働けなかったような方々に、労働市場に参画していただこう

ということをいろいろ進めているところでございます。 

いろいろと御意見、御指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○佐藤座長 

 ワーク・ライフ・バランスのワークのところが対象だということですけれども、ワーク・ラ

イフ・バランスの取れるワークにするというふうに、切り離して議論していただければと思い

ます。 

   最後になりましたが、国土交通省の森下さん、お願いします。 

 

○国土交通省（森下課長） 

 国土交通省でございます。私どもといたしましては、子育てしやすい環境づくりということ

が、私どもの任務でございまして、例えば子育て世帯に適した住宅の確保ということでは、良
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質なファミリー向けの賃貸住宅の供給促進でありますとか、あるいは子育てのバリアフリーの

推進ということで、公共交通機関のバリアフリー化の推進、更には子どもを安心して遊ばせら

れる環境づくりということで、公園の整備とか、そういうことをやっております。 

   少子化対策としては、施策の効果が間接的な効果しかなかなかないかもしれませんけれども、

既存の施策の拡充でありますとか、あるいはこういうことに取り組んでみたらどうかとか、い

ろんな御示唆をいただければありがたいと思っております。 

   以上でございます。 

 

○佐藤座長 

 委員の皆さん、関係府省の担当者の方から御意見を伺ったわけですけれども、特に委員の皆

様からは、これからここで議論する際に大事な論点を幾つも出していただきました。そういう

ものを踏まえて進めていきたいと思います。 

   大臣、いろいろお話を伺っていただいていますので、御意見なり感想なりを伺えればと思い

ます。 

 

○上川大臣 

 今後この会議の議論が充実していくという期待感を持つことができる、そういう視点を提起

していただき大変うれしく思います。 

   今の議論の中で、幾つかコメントさせていただきます。まず利用者という主体の認識ですが、

概念的には子どもも含むのですが、実際はどうしても親の視点が中心となります。施策の評価

の際には、是非子ども視点について明確な問題提起と、そのための評価方法についても、少し

力を入れて御議論いただきたいというのが１点です。 

   実は本日、青少年育成推進本部が開かれまして、子ども一人ひとりの成長に即して施策をし

っかりと打ち出していくことを決定しました。まさに子どもの健やかな成長の節目節目に、少

子化対策がしっかり合致するよう配慮することが大切であり、青少年施策とのリンケージも図

っていただきたいと思います。 

   次に、先ほど矢島先生から景気や雇用の話がありまた。景気や雇用という社会環境の変化に

より、少子化も、またワーク・ライフ・バランスも大変大きな影響を受ける、大変密接に関係

するとの御指摘がありました。自治体レベルでみますと、地方再生等の施策を推進し成功すれ

ばするほど雇用が生まれ、他の地域から働き手が引っ張られてくる。そうすると、それぞれの

自治体で御努力いただいても、大きな流れの中ではなかなか政策の効果が上げにくいというジ

レンマが生じる。経済、雇用、産業動向、あるいは地域の中の雇用を生み出す力、こうした点

と少子化対策とのリンケージの部分は、国内全体の人口移動と密接に関わることになってくる

ので、よろしく御議論を賜りたいと思います。 

   最後に、サプライサイド、サービスの供給サイドの視点についてですが、今回は利用者サイ

ドという視点を明確にしていただきながら、いろんな角度から分析していただきたいし、また
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指標も編み出していただきたいと思うのですが、サービスの供給者と利用者が、相互に乗り入

れている場面が増えています。利用すると同時に、利用者自身が育児サービスを提供する。と

りわけＮＰＯのグループ活動は、自らがサービスを受けながら、不足していた部分を、お互い

のネットワークを活用してその問題解決に当たるという新しい動きがみられます。大いに育て

ていただきたい動きなので、利用者ではあるけれども、いつでも供給サイドになりうるという

視点も、子育ての分野では大切ですので、御議論いただけたら大変ありがたいと思っておりま

す。 

   これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○佐藤座長 

 どうもありがとうございました。もう大臣にまとめていただいたという感じなんですけれど

も、今日は第１回の会合ということで、この会議の趣旨、どういう点を考慮しながら検討を進

めていくかということが、ある程度合意できれば第１回目としては成功だと思います。 

   まだ時間はありますが、一応その点については、今日のミッションを果たしたかなと思いま

すが、まだ多少時間がありますので、もし何か言い残されたことがあれば少し伺いたいと思い

ますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

   それでは、今後の進め方について、事務局から御説明いただきたいと思います。 

 

○川又参事官 

 本日は、どうもありがとうございました。次回以降の日程につきましては、後日改めて事務

局から連絡させていただいて、調整をさせていただきたいと思います。夏もありますので、調

整をさせていただければと思います。 

 また、我々事務局の方に適宜お気づき点とか、もしくは先生方の方から、先ほどの普光院先

生のようにまとめたものがあるとか、いろいろ先生方の方でお持ちのいろんな材料も提供して

いただければ、非常に議論が深まっていくかと思います。勿論、我々事務局としてもいろいろ

知恵を絞って資料を準備させていただきますが、先生方の方からも是非いろんな有益なインプ

ットをいただければ幸いであると考えておりますので、それはもう随時メール、ファイルでも

結構ですので、提供いただければ、次回以降に是非反映させていきたいと思います。ありがと

うございます。 

   それから、先ほど資料の中で、カエルキャンペーンのマークがございましたけれども、我々、

キャンペーンを始めて、ポスター等々をやっていますけれども、こういうバッチなどもつくっ

ていますので、事務局の方で準備をしておりますので、帰りにお渡しさせていただければと思

っております。 

   本日はどうもありがとうございました。 

 

○佐藤座長 



 - 24 -

 今日のお渡しできるんですか。 

 

○松田室長 

 バッチはあります。趣旨がわかりませんので、パンフレットもございます。 

 

○佐藤座長 

 そうですね。両方セットで、大臣も一生懸命キャンペーンしていただいていますので、私は

今日はしてきませんでしたが、そういうことで今日は第１回ということで、ここで終わらせて

いただきますが、大事な会議で、これからの少子化関係の施策に反映していただけるというこ

とですから、お忙しいと思いますけれども、是非また御協力いただければと思います。 

   どうもありがとうございました。 


