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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３回） 

 

１．日時 平成 21 年３月 23 日（月）15：00～16：45 

 

２．場所 中央合同庁舎第４号館 共用第 1208 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 

奥山  千鶴子 特定非営利活動法人びーのびーの理事長 

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 

藤本  保    大分こども病院長 

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 

 

○佐藤座長 

 ただいまから「少子化社会対策推進点検・評価検討会議」と「少子化社会対策推進点検

・評価関係府省連絡会議」の第３回合同会議を始めさせていただきます。 

 本日はお忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。 

 小渕内閣府特命担当大臣少子化担当は、御出席の予定だったのですが、別の公務のため、

本日は御欠席ということです。御了解いただければと思います。 

 それでは、事務局から委員の出席状況に関して御報告をお願いいたします。 

 

○川又参事官 

 本日の出欠状況ですけれども、大矢委員と柏女委員の２名の委員が御欠席ということで

御連絡をいただいております。 

 以上です。 

 

○佐藤座長 
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 それでは、早速、議事に入りたいと思います。最初に、資料１～３について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

○川又参事官 

 その前に、本日の会議ですけれども、都合によりまして終わりの時間を 16 時 45 分とさ

せていただいておりますので、資料の説明等、効率よくやらせていただきたいと思います。 

 資料１～３につきましては、これまでの少子化対策の評価に関する世論調査等の結果で

ございます。皆様に御審議をいただきました「少子化施策利用者意向調査の構築に向けた

調査」などの結果も集計がある程度出てきておりますので、その御報告などもさせていた

だきます。 

 まず、資料１でございますけれども、「少子化対策に関する特別世論調査」ということ

で、本年２月に発表されたものでございます。 

 この調査は、５年前にも実は同じような調査を行っておりまして、平成 16 年９月との比

較をしてございます。 

 １つ目として「出生率について我が国の将来に危機感を感じるか」ということにつきま

しては、「大変危機感を感じている」「多少危機感を感じている」を合わせまして 83.0％

ということで、前回に比べまして、前回は 76.7 でございましたので、増えてございます。

特に「大変危機感を感じている」という方のポイントが増えているところでございます。 

 ２ページ目をお願いいたします。「諸外国の政策を我が国にも導入すべきか」というこ

とですが、実はこれは問いの方を見ていただきますと、諸外国には出生率に歯止めがかか

っている例もある、そういう例を踏まえた上で、多少負担増となっても導入すべきかどう

かという質問でございますが、「導入すべき」とお答えになった方が「どちらかといえば

導入すべき」も含めて 89.6％ということで、９割近い方がイエスとお答えになっておりま

す。 

 ３ページでございますけれども、「少子化が与えるマイナスの影響」につきまして、幾

つでもいい複数回答で回答してもらったところ、いずれの項目におきましても、平成 16

年９月の調査に比べますと、マルをつけた方が多くなっております。上から「年金や医療

費の負担など、社会保障に与える影響について」あるいは「労働力人口の減少など、経済

活力に与える影響について」等々を挙げる方が７割、６割となっております。 

 ４ページをお願いいたします。「少子化対策で特に期待する政策」ということでござい

ますが、これもいずれの項目についても前回調査よりもマルをつける方が多くなっており

ます。多いところでは「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進」「子育てにおけ

る経済的負担の軽減」「妊娠・出産の支援」ということで、今回特徴的なのが３番目の「妊

娠・出産の支援」というところが、前回 27％でございましたけれども、今回 54.6％という

ことで、この項目を選択する方が倍になっております。昨年秋以降、妊産婦をめぐるいろ

いろな事故などもあった影響ではないかというふうに考えております。 
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 ５ページ目でございますが、「子を持つ親にとってあればいいと思う地域活動」という

ことで、複数回答で選んでもらったものです。「子育てに関する悩みを気軽に相談できる

ような活動」でありますとか「子育てをする親同士で話ができる仲間づくりの活動」等々、

いずれの項目についても前回よりもマルをつける方が多くなっておりまして、そういう意

味で、地域というものに期待をする方が多くなっているのかなという感じでございます。 

 以上が資料１の世論調査でございます。 

 引き続きまして、資料２でございますが、「少子化施策利用者意向調査の構築に向けた

調査結果報告書（案）」という、85 ページあるものでございます。 

 これは、前回の御審議の中で、ドラフト段階でございましたけれども、アンケート調査

票などもこの場で御議論いただいたものを、年末から年始にかけて実際に調査をいたしま

して、今回、ある程度データがまとまったので御報告ということでございます。こういう

場で御紹介するのは初めてでございます。全部紹介するとなかなか時間がないものですか

ら、若干かいつまんだ御説明になろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、調査の概要の確認ですが、２ページ、３ページのところをお願いいたします。調

査対象といたしましては、全国の主要な自治体、人口増加率とか、大都市圏、地方圏等々

のバランスを考慮いたしまして１万 2,000 人に調査をいたしておりまして、具体的な自治

体の名前としては、２ページの下の方にありますが、東京都江東区、千葉県袖ヶ浦市、埼

玉県三郷市が都市部の代表、地方といたしましては、静岡県富士宮市、福井県勝山市、岐

阜県美濃市と、この６自治体の１万 2,000 人を対象としておりまして、３ページの真ん中

にありますが、回収率としては全体として 30.5％という状況でございます。 

 以下、若干、回答者の属性等の説明がございますが、省略をさせていただきまして、結

果の方の御紹介に移りたいと思います。 

 11 ページをお願いいたします。11 ページは、全体としてのこの５年間の評価ということ

で、現行の少子化社会対策大綱の中に、将来目指すべき社会の姿というものが描かれてお

ります。１～25 まであるわけですけれども、これらの社会の姿が達成されているかと思う

かというような質問を全員に答えていただいたものでございます。赤色が「とてもそう思

う」、黄色は「ややそう思う」、緑色は「どちらともいえない」、薄い水色が「あまりそ

う思わない」、ブルーが「そう思わない」ということでございます。 

 11 ページの一覧に図にしておりますけれども、比較的「そう思う」という傾向が高いと

ころに、薄いですけれども、赤いラインで囲っております。３番のボランティア体験、自

然体験等々、12 番の地域住民や関係者を交えた子育てを応援する取り組み、あるいは下の

方の 22 番の障害のある子どもの「育ち」の支援、25 番の妊婦、子ども及び子ども連れの

人に対して配慮が行き届いているという辺りが、若干「そう思う」という方が多いところ

でございます。 

 逆に評価が低いところといたしましては、５番の希望するものすべてが、安心して育児

休業等を取得できる職場環境でありますとか、７番の働き方の見直しとか長時間労働の是
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正、９番の育児期に離職を余儀なくされる者の割合が減るというようなところ。総じて仕

事と家庭の両立支援に関する部分の評価が低くなっております。特に５番の希望する者す

べてが、安心して育児休業というところについては、濃いブルーの「そう思わない」とい

う人が 43.9％ということで、かなり突出して「そう思わない」と答えている方が多いとい

うのが見て取れると思います。 

 続きまして、14 ページをお願いします。これまで御説明いたしました部分が全体ですけ

れども、各論的に見たときの特徴的なところをかいつまんで御紹介いたします。14 ページ

に、仕事と家庭の両立支援のところで、今、見ていただきました項目の５「希望する者す

べてが、安心して育児休業等を取得できる職場環境が整った社会」というところですけれ

ども、上のグラフで家族構成別に見たところ、特にブルーが多いのが既婚の子どもなしと

いう世帯について、かなり大きく「そう思わない」となっておりまして、実際に子どもが

いらっしゃる方よりも、これから産もうかという既婚者子どもなしの世帯の評価が低くな

っているという特徴がございます。これは今後も幾つか出てくるのですけれども、今回の

調査を通じて、実際に子どもがいらっしゃるよりは、これから産もうとする方の評価が低

く、不安があるということの裏返しなのかなという気がいたしております。 

 隣の 15 ページの上でございますが、「育児期にある男女の長時間労働が是正される社

会」ということで、評価が低い項目ですけれども、ここにつきましても、特に男性の既婚

子どもなしのブルーのところが 44.5％となっておりますように、既婚で子どものいない男

性の評価が低いという結果が出ております。 

 項目ごとに見ていくと面白いところもあるのですが、飛ばさせていただきまして、21 ペ

ージをお願いいたします。21 ページは、先ほどと裏腹に、28 の政府の取り組みというもの

が大綱に掲げられております。１～28 まで並べまして、こういう取り組みを国がどれぐら

い行っているかという質問でございまして、赤いところが「積極的に行っていると思う」、

ブルーが「行っていないと思う」、紫は「国の取組を知らないため評価できない」という

ことでございます。 

 赤、黄色、オレンジの部分が比較的高いのが２番の奨学金の充実、あるいは 15 番の放課

後対策、16 番の地域子育て拠点、23 番の子どもの健康を応援する、27 番の子育てバリア

フリー、28 番の児童手当等でございます。これは評価がある程度高くなっております。後

で詳細出てきますけれども、実際にこれらを御利用なさっている方の評価が高い、あとの

人はよく知らないという両極に分かれているのが現状でございます。 

 逆に評価が低くなっているのは、先ほどと同じように仕事と家庭の両立のところが総じ

て低くなっておりまして、７番の男性の子育て参加促進のための父親プログラム、あるい

は労働時間短縮、仕事と生活の調和のとれた働き方の実現に向けた環境の整備、９番の妊

娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境という辺りが総じて評価が低目に出てい

るところでございます。 

 また、紫のところが大きいのが、５番の企業におけるもう一段の取組でありますとか、2
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1 番の行政サービスの一元化の取組などは、よく知らないという方が３割ぐらいいらっし

ゃるという状況でございます。 

 続きまして、25 ページをお願いいたします。今の質問の各論部分でございます。項目９

の「妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を求める取組」というとこ

ろで、これも家族構成別に分析をいたしますと、先ほどと同様に、男性も女性も既婚の子

どもなしというところの評価が低い傾向がございます。 

 続きまして、27 ページをお願いいたします。今度は若干評価が高かった項目で、項目 1

6 の「地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る取組」ですけれども、

これも家族構成別に見てみますと、男女とも独身者と子どものない既婚者においては、知

らないという回答が３割ぐらいございます。一方、子どもさんがいらっしゃるという方に

つきましては総じて評価が高いということでありまして、このような子育て支援の取り組

みのようなものは、子どもを持って実際にサービスを利用してみて初めてどんなものがあ

るというのを知って、評価もできるという傾向にあるのかなということがわかると思いま

す。 

 続きまして、29 ページをお願いいたします。29 ページの上ですけれども、項目 24「妊

娠・出産の支援体制、周産期医療体制を充実する取組」を家族構成別に見たものです。こ

れにつきましても、男女とも子どものいない既婚者の評価が総じて厳しいということで、

今後、子どもを持つ可能性の高い世帯において、医療体制について評価が厳しい。裏返せ

ば不安を持っているということであろうと思います。子どもを持っている人よりも持って

いない人の方が高くなっているという特徴でございます。 

 続きまして、32 ページをお願いいたします。32 ページからは、今までの評価の裏返しで

ございますけれども、今後、どういう取り組みを要望するか、国にどのような取組みを充

実してほしいかと聞いたものでございまして、これも先ほどと同様、１～28 番まで、少子

化対策大綱の項目に沿って聞いております。 

 要望項目として高くなっておりますのが、上から見ますと、１番の若年者の就労支援、

８番の労働時間の短縮等、仕事と生活の調和、９番の妊娠・出産しても働き続けられる職

場、22 番の小児医療体制、24 番の妊娠・出産の支援、周産期医療、28 番の児童手当の充

実といった要望が高くなっているということでございまして、先ほどの評価が低いのと裏

返しに要望するところが出てきているという結果になっております。 

 これにつきまして幾つか見てみますと、35 ページの上ですけれども、項目９「妊娠・出

産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進める取組」につきまして、家族構成

別に見てみますと、ここにおきましても、女性の独身者、あるいは既婚で子どものいない

世帯についての要望が高いということで、実際に子どもをお持ちの方よりも持っていない

方の方が、妊娠・出産しても安心して働き続けられるかどうかというところに強い不安を

持っており、また裏返しとして要望が出てきているということが確認できると思います。 

 続きまして、次の 36 ページ、今の要望の中で、項目 22 の「小児医療体制を充実する取
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組」を家族構成別に見たものです。子どもの医療ということになりますと、男女問わず子

どもありという方の要望が強い。４割以上ございまして、子どもの医療という面で見ると、

実際にお子さんを持ってから切実さが身にしみてわかってきて、要望としてあらわれてい

るのかなということで、先ほどのワーク・ライフ・バランスの関係とちょっと違った状況

が見て取れます。 

 続きまして、仕事と生活の両立ということについての各論のデータでございますが、40

ページをお願いいたします。今までが総論的な部分でございますが、各論として、40 ペー

ジ以下、まず仕事と生活の両立ということで幾つか聞いております。40 ページにつきまし

ては、自分は仕事と生活の調和が取れているかどうかということを、男女別に、労働時間

別に取ったものでございます。当然のことながら、労働時間が長い人ほど「そう思わない」

という回答が多くなっている状況が見て取れます。 

 続きまして、43 ページをお願いいたします。今のワーク・ライフ・バランスの関係で、

これはほかのデータでも同じような統計が出ております。43 ページの上は、生活の中で何

を優先するかということで、希望と現実のギャップということで、ほかの統計でも同じよ

うな傾向が出ております。棒グラフで、上が希望ベースでございます。「仕事」を優先し

たいという人は 0.9％しかおりませんけれども、現実に「仕事」を優先しているという人

は 48.7％、オレンジの部分ですが、現実には仕事優先の方が多い。 

 43 ページの下に男女別が出ておりますけれども、男性の方を見ますと、現実に「仕事」

を優先しているという方が 59％で、男性の６割の方が現実的に仕事を優先しているという

状況になっております。 

 続きまして、ちょっと飛びますが、48 ページをお願いいたします。要望の中で育児休業

に対する要望が強かったわけですけれども、実際に育児休業が取得できていない理由は何

かと尋ねたものでございます。多い理由としては、真ん中辺にあります「制度を利用する

と、業務に支障が生じる」あるいは上から２番目の「制度を利用する風土がない」、一番

上の「制度を利用することに抵抗を感じる」という辺りのグラフが高くなっておりまして、

これらが育児休業を取得できない理由として多いところとなっております。 

 続きまして、各論の２つ目の子育て支援の関係でも幾つか紹介をしたいと思いますが、5

3 ページをお願いいたします。「地域の子育て支援」という各論の中のものです。53 ペー

ジの下の方のグラフをお願いしたいと思うのですけれども、「子育ての楽しさの促進と辛

さの解消につながる支援・対策」ということで、どのような施策を充実すると子育てが楽

しくなって辛さの解消につながりますかと聞いた結果でございます。下の方の 36％「仕事

と生活の両立の推進」がトップになっておりまして、その次が少し上の「地域内での育児

関係費用の補助サービス」、経済的支援というところが 33.6％ということで、多くなって

おります。以下、住居、まちづくりの環境面での充実でありますとか、子どもを対象とし

た犯罪・事故の軽減などとなっております。 

 次に、ちょっと飛びますが、60 ページをお願いいたします。ここからは「保育サービス」
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でございます。60 ページの下でございますが、保育サービスを実際利用している方を対象

に、満足しているかどうかを聞いたものでございます。実際利用している方でございます

ので、58.4％の方は「満足」「やや満足」でございますが、「満足していない」「あまり

満足していない」も３割ございます。 

 この「満足していない」という方でございますけれども、61 ページに、何で満足してい

ないかという理由を聞いたものがございます。一番多いのが「利用料が高いから」で 73.1

％、次に一番上ですが「子どもを預かる時間が短いから」が 33.3％、この２つの理由が大

きくなっております。 

 続きまして、63 ページをお願いします。ここは放課後の児童対策でございます。63 ペー

ジの下でございますが、保育と同じように、利用している方に満足しているかどうかを聞

いたところ、「満足」と「やや満足」を合わせまして 63.3％、６割以上の方が満足をして

いらっしゃいますが、「満足していない」という方も 24.4％、４分の１くらいいらっしゃ

います。 

 次の 64 ページに、満足していない理由を聞いたものがございます。一番多いのが「子ど

もを預かる時間が短いから」で 36.2％、「スタッフの対応に満足していないから」が 26.

1％、「利用料が高いから」が 24.6％などで不満足の理由の大きなものとなっております。 

 次に、65 ページからは経済的な負担についての質問に対する回答でございます。65 ペー

ジの上でございますけれども、子育ての経済的負担が大きいと感じるかどうかという質問

でございますが、「そう思う」と「ややそう思う」を合計いたしますと 82.5％の方が「そ

う思う」と答えています。 

 66 ページには、何が負担に思うかということでございますけれども、「高校・大学の時

期の教育費」が 81.4％、次に「乳幼児期の保育・教育費用」「高校・大学の時期の衣食住

に関する費用」などとなっておりまして、高校以降の教育費についての負担感がかなり高

いという結果になっております。 

 67 ページの上でございますけれども、このような経済的負担を感じている方は多いわけ

ですけれども、それでは、子育てに関する経済的負担が小さければ、実際にもういらっし

ゃる方については更に、いない方には持ってもいいと思うかという質問をしたところ、「そ

う思う」と答えた方が合わせまして 70.7％ということで、ある程度経済的負担が軽減され

れば子どもを持ってみたいという方が７割ぐらいいらっしゃるということでございます。 

 続きまして、各論の最後の項目として、今まで余り国ではデータを取っていなかった部

分ですが、結婚についての考えについて幾つか調査をしておりますので御紹介いたします。

69 ページの上でございますが、「結婚に関する考え」ということで、独身者を対象といた

しまして、「いずれ結婚するつもり」と答えた方が 85.8％ということで、これはこれまで

のいろいろなデータと整合的でありますけれども、約８割、９割の方は、いずれは結婚し

たいと思っている。 

 下に「②地域別」と書いてありますが、これは「職業別」の間違いです。そこでちょっ
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と驚きましたのは、男性の働いていないというところを御覧いただきたいと思うのですけ

れども、ｎが 32 と少ない数字ではありますが、「一生結婚するつもりはない」という黄色

の部分が 34.4％ということで、働いていない男性の３割以上の方が「一生結婚するつもり

はない」とお答えになっているということでございます。 

 次に、ちょっと飛びますが、71 ページでございます。「結婚していない理由」につきま

して、独身者に聞いたところ、一番多いのが「適当相手にめぐり合わないから」で 57.9％、

次に「結婚後の生活資金が足りないと思うから」が 31.6％。この２つが大きくなっており

ます。以下「自由や気楽さを失いたくないから」等々がございます。 

 次に、72 ページでございますけれども、結婚を考える上でどのような支援があればよい

と考えるかという質問でございます。多かったのが「結婚は個人の問題であるため、支援

は必要ない」で 35％、「結婚生活に向けた経済的自立のための就労支援」23.2％、「出会

いや交際のための労働時間削減など、働き方の見直しのための支援」21％などとなってい

ます。 

 下に地域別の分析も出ておりますけれども、「結婚は個人の問題であるため、支援は必

要ない」とお答えになったのが、地方の女性の方が 42.4％ということで、地方圏の女性の

方はそんなのは必要ないとお答えになっているのが際立って大きくなっているのが特徴で

ございます。 

 74 ページ以下、男女別ないし地域別、家族別、いろいろ分析は行われているわけですけ

れども、今まで見てきた中にある程度出ていましたように、特に働くことと育児との関係

では、既婚で子どものいない方の評価が低いでありますとかいう傾向が出ておりました。

また、都市部と地方で比べますと、都市部の方が評価が低いでありますとか、そのような

傾向が全体として伺われたところでございます。 

 事前にお送りはしておりましたけれども非常に駆け足になって恐縮でございますが、ざ

っと御紹介いたしました。 

 最後になりましたが、資料３、これは国民の意識の面というよりは、数値目標がどのよ

うに達成されてきたのか、きていないのかということで、裏表の一枚紙でございます。「子

ども・子育て応援プラン」で設定された目標が、今、19 年度までの実績でございますので、

まだ５か年の達成状況ではございますせん。 

 見ていただきますと、既に達成しているもの、まだまだのものとあるわけですけれども、

表の側で、ブルーのところの一番上で、女性の育児休業取得率、10 年後の目標 80％という

ことでございましたが、既に 89.7％。一方、その下の男性の育児休業取得率は 1.56％とい

うことで、まだまだかなという辺りがあります。また、一般事業主行動計画などはほぼ進

捗していると言えると思います。 

 下半分の黄色いところは保育の関係でございます。３年目の状況ですので、全体として

まずまずの進捗状況だと思いますけれども、目標に比べると少ないのが、休日保育であり

ますとか夜間保育という辺りがまだ低くなっております。 
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 裏側に行きまして、児童相談所の夜間対応等は整備が進んでおりますし、ひとり親家庭

の支援等々も進んできています。不妊治療の助成も全都道府県市。下の方にバリアフリー

の関係がございますけれども、船舶の関係を除きますと、おおむね掲げられた目標を超え

ている、ないし近づきつつあるという状況でございます。 

 これは数値目標の達成状況から見た、少子化対策のこれまでの状況でございます。 

 以上、ちょっと駆け足になりましたけれども、「少子化対策に関する特別世論調査」と

「少子化施策利用者意向調査の構築に向けた調査」、「『子ども・子育て応援プラン』の

数値目標の達成状況」ということで、この５年間ぐらいの少子化対策をどのように皆さん

が受け止められているのかという辺りの御参考になればと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 私の方は以上でございます。 

 

○佐藤座長 

 それでは、もう一つ御説明いただいてから、御質問なり御意見を伺いたいと思います。

続きまして「行動計画策定指針の改正等」について、厚生労働省の朝川室長の方から御説

明いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 それでは、資料４－１、４－２をお開きいただきまして、まず、資料４－１の方は、次

世代法に基づいて、各都道府県、市町村につくっていただいています行動計画がございま

すが、これの策定指針を国がつくってございます。今、行動計画は前期の行動計画が走っ

ていて、17～21 年度までですが、今度、後期の行動計画を、22 年度からの計画をつくって

いただいている最中でございます。改定に向けた策定指針の改正を今回行いまして、ちょ

うど今日、改正の官報告示がされましたので、それの概要をお持ちいたしましたので、御

紹介をさせていただきます。 

 この策定指針自身は厚生労働省だけでつくっているものではなくて、警察庁、文科省、

農水省、経産省、国交省、環境省と連名でつくっているものでございます。 

 「Ⅱ 主な改正の内容」のところをざっと見ていっていただきますと、「三 市町村行

動計画と都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項」ということで、今回、見直して

いる主なところ、まず１番目としましては、基本的な視点のところでは、仕事と生活の調

和の実現という視点を追加しております。ワーク・ライフ・バランスという国の方針もご

ざいますので、これを地方レベルの計画でもできるだけ反映してくださいということ。 

 もう一つは、社会的養護ということで、虐待などを受けたお子さんが行政で保護された

後、育ちの支援をやっていく段階の話ですが、それについて、都道府県レベルの計画でし

っかり位置づけてくださいということを基本的な視点のところに書き加えてございます。 

 ２つ目としましては、つくるに際しましてニーズ調査をしていただくわけです。これは
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全市町村にしていただいておりますけれども、今年度、去年の夏から秋ぐらいに始めてい

ただいて、今ぐらいからちょうど集計している最中という段階にきております。そのニー

ズ調査の実施に当たっては、女性の就業率の高まりに応じて必要となるような中長期的な

需要を把握してくださいと、これは特に保育所とか、学童保育とか、そういったものにつ

いて、そういうお願いをしてございます。 

 それと、２の２つ目の○ですが、利用者の視点に立った評価指標を取り入れてＰＤＣＡ

サイクルでやってくださいということを言ってございます。 

 ３つ目、利用者の視点に立った点検・評価の指標の導入というところでは、個別事業、

それぞれ保育なら保育の事業という、そういう進捗状況のアウトプットに加えまして、幾

つかの個別事業を束ねて、施策レベル、あるいは計画全体のレベルでの進捗状況、アウト

カムについても点検・評価を実施してくださいということを言っております。 

 ２つ目の○は、利用者の視点に立ったものにしてくださいということを言ってございま

す。 

 一枚おめくりいただいて、２ページ目の大きい４番でございますが、点検・評価につき

まして、特に今回、ＰＤＣＡサイクルの確立ということ、これは実は昨年の年末に次世代

法の改正が行われていまして、こういうＰＤＣＡサイクルをやってくださいということが

条文上も盛り込まれてございますが、それをこの策定指針でも文章としてしっかり書き込

んでございます。 

 １つ目の段落では、ＰＤＣＡで計画、実行、評価、改善のサイクルを確立してください

ということを言った上で、２つ目の「この際」という段落で、この一連の過程が開かれた

ものにしてくださいということで、地域における子育て支援事業の関係者とかＮＰＯとか

の参画、地域協議会の活用をしてくださいということを言ってございます。 

 次に、四のところですけれども、今回の法律改正で国が策定指針の中で参酌標準を示す

ということを盛り込んでございまして、それに関する記述を新しく追加してございます。

１番のところは参酌標準についてということで、特に保育サービスなどについて、女性の

就業率上昇に伴う潜在需要を把握してくださいということをまず言ってございます。 

 ２つ目の○で、国では新待機児童ゼロ作戦というのを去年からやってございまして、29

年度、これは国のワーク・ライフ・バランスの検証の目標年度なのですけれども、この 29

年度に達成されるべき目標事業量というのをまず出してください。その上で、後期の行動

計画というのは 26 年度までの５か年計画ですので、29 年度の目標を踏まえながら 26 年度

の計画期間中の目標を設定してくださいということを言ってございます。 

 より詳しい内容が別紙の４－２の資料にありますので、骨の部分だけ見ていただければ

と思います。資料４－２の１ページ目で、まず、参酌標準についてという総論部分があり

まして、総論部分は大体、今、私が申し上げたとおりです。 

 ２ページ目をお開きいただきまして、保育サービスについて、潜在需要の把握の方法に

ついて少し詳しく記述している部分があります。それをざっと見ていただきますと、まず、
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３歳以上と３歳未満に保育のニーズを分けて把握してくださいというのが２行目に書いて

ございます。 

 箱囲いしてある（１）のところですけれども、まず、就労形態別に家族類型を分けてく

ださいということを申し上げています。ニーズ調査をしていただいておりますが、そのニ

ーズ調査で把握された家族類型を大きく４つに分けてください。夫婦共働きで、フルタイ

ム・フルタイムで働いている家庭と、共働きだけれども、フルタイムとパートタイムとい

う組合せの家庭と、専業主婦家庭、もう一つは、働き方とは別個にひとり親家庭、実際は

もう少し細かく示していますが、主にはこの４つの家族類型に分けてくださいということ

を言っています。この家族類型ごとにサービスの利用率というのは恐らく違います。特に

保育サービスですと、専業主婦家庭は基本的には利用しませんので、それぞれの家族類型

ごとの利用率を出してくださいと言っているのが（１）です。 

 その利用率を出すときに、現在の利用率に加えて、潜在的な利用希望も加えた率を出し

てください。それが（１）の最後の行に書いてあります潜在的サービス利用率を算出して

くださいというところです。 

 （２）のところで、今度は現在の家族類型から、今後、就労希望が特に母親の方に潜在

的にはあるはずなので、それを把握して、潜在的な家族類型の数を把握してくださいとい

うことを言っております。例えば、今、専業主婦家庭であれば、すぐにでも働きたいとい

う意向調査をして、ニーズ調査の中でそういう回答があれば、そこは共働き家庭のフルタ

イムかパートタイムかのどちらかの家族類型に移行しますので、移行した後の家族類型の

数を把握して、潜在ニーズを把握してくださいということを（２）で言っております。 

 （１）と（２）の両方の要素を掛け合わせたものを全体の潜在ニーズ量として把握して

くださいというのが（３）に書いてございます。そこで把握されました潜在ニーズ量を 29

年度の目標事業量として設定してくださいということを言ってございます。 

 そのような構造の下で、特に両立支援系、働くことと子育ての両立を支援するサービス

としての保育サービスでありますとか、放課後児童クラブでありますとか、そういったサ

ービスについての目標事業量の設定をしてくださいと、今回、お示しをしているものです。 

 ３ページ以降は、いろんな保育サービスがありますので、同じような把握の仕方をして

くださいということを言っております。 

 ４ページ目の６番の放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブについても、基本的に

は保育と同様に把握してくださいと言っておりますが、１点違うところは、ニーズ調査は

就学前の御家庭と就学後の御家庭、両方にかけておりますが、放課後児童クラブを利用し

ているのは就学後の家庭なのですけれども、ニーズ把握としては、小学校に入る直前の年

長さんの家庭の利用意向を聞いてくださいということを６番のところでは言ってございま

す。 

 簡単でございますが、以上でございます。 
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○佐藤座長 

 調査の部分と行動計画策定指針の改正、大きく２つ御説明いただきました。順序が逆で

すけれども、後半の行動計画策定指針の改定について、御質問なり御意見を伺って、その

後、調査の方をしたいと思います。市町村の行動計画をこれからつくらなければいけない

ので、特に今回、保育サービス等、潜在ニーズだけではなくて、就業形態が変化したもの

を踏まえて潜在ニーズを測定して、それで目標にきちっと組み込んでやっていただいてい

ます。結構複雑なので、ちゃんとやってもらうようしていかないといけないと思います。 

 それでは、これについて御質問なり御意見があれば、どなたからでも。わからないとい

うことでも結構です。 

 どうぞ。 

 

○森委員 

 経済環境がすごく大きく変わっています。そうすると、去年のニーズ調査をやったとき

と相当状況は変わってくる。特に専業主婦から就労したいということが顕在化してくると

いう可能性も含めて、ある面ではニーズがぐんとはね上がってくる。そうすると、それの

対応ということに、私どもは当然そちらにシフトしなければいけない。こういう問題が出

てくるものですから、平常時と今の状況では完全に違ってくるのかなということを今、お

聞きしておって思いました。 

 

○佐藤座長 

 今の点、いかがですか。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 直接お答えになっているかどうかあれですが、全市町村でやっていただくニーズ調査に

先立って、昨年の夏に 100 ぐらいの自治体をピックアップさせていただいて、緊急的に同

じような様式で調査をあらかじめしています。その集計を今、今日来ていただいています

矢島さんのところでやっていただいているのですが、大体最終段階に近いものを見ていま

すと、結構な潜在ニーズ量で、それはまだ平常時、不況になりかけのころですけれども、

それで見ても、かなり高いニーズ量が出てきていますので、それをクリアするだけでも市

町村さんは大変だと思います。そういう意味では、不況の前でも結構高い数字が出てくる

はずです。 

 

○佐藤座長 

 実際、市町村はもう調査している、これからやる。 

 

○朝川少子化対策企画室長 
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 大体やっています。 

 

○佐藤座長 

 もうやっているわけね。去年やっているのですか。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 今年度やっています。 

 

○佐藤座長 

 今年度だから、多少は組み込まれているということですね。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 まあ、若干入っています。 

 

○佐藤座長 

 その辺は配慮する必要はあるかもしれない。環境変化ですね。 

 よろしいでしょうか。矢島さん。 

 

○矢島委員 

 今のお話に関係してなんですけれども、女性の働きたいという希望に関して言うと、も

ともとかなり高い水準でありまして、問題はそれが実現するかどうかということなのです。

今、雇用環境が厳しくなっているという意味で、女性の希望は更に切羽詰まったものにな

り、受け入れ側の方の事情で希望が実現するかどうかということが大きな問題です。です

ので、ここで出てくるニーズ量というのは、地域で提供していただく子育て支援のサービ

ス量であると同時に、生み出さねばならない雇用の量でもあるというふうに言えると思い

ます。それが非常に高い水準であって、その両方が本当に実現しないと、少子化対策とし

ての効果は出てこないということをあらわしていると思います。 

 

○佐藤座長 

 就業ニーズが高まっても、就業機会がなければ実現できないので、もしかすると、最悪

の場合は、逆に希望に反して、実際働いている人が減ってしまうかもわからない。そうい

う意味では、希望を実現できるような就業機会の確保ということはすごく大事になってく

る。 

 どうぞ。 

 

○森委員 
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 数値目標というのですか、当然それをきちっとあらわさなければいけない。そうすると、

私ども市町村は、例えば、学童はこれだけだとか、当然やらなければいけないわけです。

極端に言うと、待機児童だけがぼーんと出てくる。それをどういうふうにカバーするかと

いうこと。どうしても数値というのはひとり歩きしますので、こういうことに対応すると

いうのが、裏返せば行政は後手に回っているではないかということを言われかねない。そ

ういう懸念というのはものすごく、今、矢島委員のおっしゃったこと、働く場所が確保で

きれば出てくるし、働く場所は行政何とかしろよということで、両方でやられる可能性が

あるものですから、要するに、数値目標が、特に今回の場合はひとり歩きする、その危険

性がすごくあるということだと思います。 

 

○佐藤座長 

 なかなか難しい状況であるわけです。 

 どうぞ。 

 

○竹内委員 

 先ほど御説明いただいた資料４－２の２ページ目の括弧の中に、就労形態別に家庭類型

ごとの潜在サービス利用率の把握をするに当たって、４つの区分に分けられるということ

だったのですが、私は静岡県なのですけれども、静岡県はかなり同居率が高いものですか

ら、こういった４つの区分の中でも、更に同居していることによって子どもを預けなくて

もいいという家庭もかなりあるかと思うのです。そういった調査というのも更に踏まえて

というか、含んでということはできるものなのでしょうか。 

 

○佐藤座長 

 どうぞ。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 私より矢島さんの方が適当かもしれませんが、今回のニーズ調査で、1,800 の自治体全

部共通で、最低限この４つの類型を分けてくださいと言っているのですが、質問票には「親

族からどれぐらい援助を受けられていますか」という質問項目がありまして、それとクロ

ス集計することによって、更に家族類型を細分化して把握することができるようになって

います。例えば、親族からそれなりの援助が受けられていると、サービスの利用率が低い

はずですので、そういう家族類型を設定して、より緻密に推計することは可能になってい

ます。 

 

○竹内委員 

 ありがとうございました。 
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○佐藤座長 

 ここはなかなか難しいですけれども、潜在ニーズを測定したときの背景にある親との同

居とか、そういうものは、多分、新しく働く（２）の方も、現状のところと同じような家

族類型だというふうに想定すれば、そのまま動かせばいいけれども、そこは違うと考える

かどうかで、大体同じだとすれば、そこは余り気にしなくてもいいと思うのです。ただ、

これから働き方が変わる人と、今、働いている人で、家族類型ももしかすると違う可能性

もあるからね。そうすると、今みたいな分析をしなければいけない。ただ、サンプルはど

のぐらい取れるかということもあるので、その辺は自治体の調査の規模とかによるかと思

います。 

 どうぞ。 

 

○普光院委員 

 今のところで、ちょっと細かいことになるのですけれども、専業主婦家庭の区分につい

ての保育サービスへのニーズというのは、専業主婦の方が再就職をしたいというふうにお

考えになっているニーズを中心に考えられていると思うのですが、そのほかに、いわゆる

一時保育ニーズのような、子育て支援としての一時的な保育サービスというのがあると思

うのですが、それも分けてわかるようには集計されるのでしょうか。 

 

○佐藤座長 

 どうぞ。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 一応、サービス類型は分けていまして、通常保育と言われているのが２番です。今、普

光院先生おっしゃいました一時預かりについては４ページ目の７番で、別の調査項目で一

時預かりのニーズを聞いてございますので、そちらで把握することは可能です。 

 

○佐藤座長 

 専業主婦についても、一時預かり的なニーズも聞くということですね。 

 

○普光院委員 

 調査の方法は、専業主婦の方が混同してしまわないようにはなっているのですね。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 一応、項目は分けていますので、場所も大分離れて書いてあるので、普通に読んでいた

だければわかるはずなのですけれども、場合によっては混同されるかもしれません。 
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○佐藤座長 

 藤本委員。 

 

○藤本委員 

 これは 10 年後の目標設定ですね。そうしますと、10 年たつとかなり年齢が移動するわ

けです。例えば、最初は家族の中に支援する人があったはずが、逆に介護が必要になって

しまって、子育てよりも介護の方に人手が取られてしまうというようなことの想定は全く

なされていないのでしょうか。大体、今、子どもを持つ世帯の年齢が上がっていますから、

その親たち、つまり、子どもから見れば祖父母たちの年齢もかなり上がっておりまして、

今は 60 代、あるいは 70 代で元気であっても、10 年後には大部分の人が、現在の表記にす

ると後期高齢者に突入して、介護を必要とするような状況になる可能性が十分あるのでは

ないかというふうに思うのです。介護の方が充実できるようなことがあれば、人手が要る

わけですから、就労機会になっていくような政策があるならいいと思うのですけれども、

今のように在宅、在宅ということを言われておりますと、そちらがしっかりしないと、む

しろ就労から離れて家族の介護へということになってしまって、いよいよ子育て環境が悪

くなるということになりかねないかなという気がするのですけれども、その辺の配慮は調

査の中にあるのですか。 

 

○佐藤座長 

 これは５年ですよね。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 計画自身は５年、最終目標を 10 年後に設定していますけれども、目標の 10 年後もター

ゲットになるのは同じような若い層なのです。 

 

○藤本委員 

 しかし、もうちょっと目をずらすと、現在は 70 ぐらいで、そこそこに元気、その子ども

たちが 50 代後半ぐらい、その人たちの子どもが子どもをつくろうとしていてという状況で、

本来ならば子育てに回るじいちゃん、ばあちゃんが、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんの

介護に取られてしまうという可能性もあるわけですね。 

 

○佐藤座長 

 どうぞ。 

 

○矢島委員 
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 実は、親族の方による支援があるかどうかという質問が出てくる意図は、１つにはこの

こともありまして、佐藤先生がおっしゃったようにサンプル数の問題はあるのですけれど

も、サンプル数が十分確保できれば、家族類型を更に親族の支援が受けられる、受けられ

ないで分けることができます。それは今のニーズの違いだけを見るのではなくて、今、特

に地方で、かなり親族によって支えられているけれども、実はこの先を考えると、そうい

う支援は（親の事情等で）当てにできないとか、当てにはしたくないという人たちもいる。

そういう理由で家族類型が変わる可能性というのも組み込んで、これはサンプルがないと

なかなか難しいのですけれども、一応、調査票の中では、やろうと思えば、それも見られ

るように設計はしたのです。 

 

○佐藤座長 

 ただ、いずれにしても１時点の調査で、５年後、10 年後も見通した計画に使えるかとい

うと、結構難しい。その点は、過度にこれに依存してしまうのも問題かもしれないですね。 

 どうぞ。 

 

○案田委員 

 そう言ってしまうと非常に難しいことを要求してしまうところがあるのですけれども、

人口の移動とか、そこのところの影響というのは非常に大きいだろう。見通しで言うと、

過去の傾向だけで見通せないし、政策によっても勿論違ってきてしまう。それぞれの自治

体によっては、どういうふうな就業支援をするかとかいうことによって、どういう人たち

を呼び込もうとするかみたいなことが入ってくるのだろうなという意見です。 

 

○佐藤座長 

 これは、計画に出てきた結果をそのまま使わなければいけないというわけではないです。

いろんなものを考えながら、判断して計画を立てるわけです。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 そうです。29 年度の目標値は、前期行動計画での反省をしているところがありまして、

前期行動計画では、把握したニーズから、自治体がいろいろ勘案して目標量を設定してく

ださいと言ったら、ニーズ結果そのものが公表されなくて終わってしまったのです。今回

は、それは反省をして、出てきたニーズはそのまま 29 年度の目標値にしてくださいねと、

そこは言っていますが、実際の行動計画期間の 26 年度の目標量設定に当たっては、いろん

な要素を勘案できる仕組みになっています。 

 

○佐藤座長 

 つまり、今回の調査自体はきちっと公表されるけれども、それをいろんな要因で、こう
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いう理由でこういうふうにしたということがわかっていればいいのかと思います。なかな

か難しいですけれども、済みません。 

 どうぞ。 

 

○奥山委員 

 横浜でも、昨年の夏から冬にかけてアンケート調査を実施しましたが、経済的な厳しい

状況は年が開けてから顕著になったものですから、この新年度に向けての待機児童は多分、

前年に比べて３～４倍になるのではないかというぐらい厳しいです。そういう意味で、ニ

ーズ調査のずれと現状を合わせて、平成２１年度に１年間をかけて、小学校に入るまでの

乳幼児家庭支援部会と、小学校に上がってからの青少年部会と、２つ部会を分けて、推進

協議会の方で話し合うことになっております。１年かけて、アンケート調査と実態と合わ

せて議論を深めていくというふうな形を取らざるを得ないと思っています。 

 

○佐藤座長 

 なかなか難しい点がありますけれども、ただ、前回みたいに、結果が公表されないのは

困るので、そういうものをきちっと踏まえてやっていただく。特に女性の働き方が変わる

ときに、ニーズが動いていくというのはすごく大事だと思うのです。 

 大体よろしいですか。では、もう一つありますので、また時間があればこちらに戻って

くることにします。 

 それでは、資料１、資料２なのですが、特に資料２について、先に確認しておきたい、

あるいは事務局にも教えていただきたいのは、資料２の２ページを見ていただくと、この

調査は何のためにやったかということで、基本的には、利用者の意向とか感覚、そういう

ものをベースにしていろんな施策を評価したり、新しい施策を立案しようと、その手法の

有効性について判断しようということもあるのですね。なので、調査しましたということ

と、もう一つは、こういう政策評価なり立案に、こういう調査をやって使うとすればどう

したらいいかとかいうのは、ここには何も書いていないのだけれども、それをどうするか

というのが、伺っていて思ったことなのです。それは後で我々が議論すればいいのかわか

りませんけれども。 

 もう一つは、なかなか難しいのは、手法の有効性を検証するためにやったので、地域も

限定し、地域も割り当ててやったので、出てきた結果の総計は、ある面では実在しない、

実在というか、日本を代表するような調査でもないわけなのです。つまり、積み上げた数

字というのは。だから、結果の、特にトータルが出ていくというのはあまりよくない。よ

くないというのか、意味はあるのだけれども、構成を理解した上でトータルを判断しない

と、特定の地域の既婚者、未婚者のウェイトとか、子どもがいる、いないと、割り当てて

いますから、日本の平均でも何でもないのだけれども、結果だけ出てしまうと、日本全体

の平均のように思いがちな人もいるので、その辺、こういう利用者の意向調査をベースに
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しながらの政策立案の有効性ということと、今度、これはこれとしてどう打ち出すか、白

書に使われるということですけれども、どう使うかということについてもちょっと考えた

方がいいかなというふうに思いました。そういうことは後の方で議論しようと思いますが、

とりあえず御説明を伺ったことについて、御意見なり、どうぞ。 

 

○藤本委員 

 まず、この資料について、質問をずっと見ますと、かなりややこしい。これを書いた人

は、かなり知識があるし、いろいろ関心の高い人で、バイアスが非常にかかっていると思

うのです。しかもｎも非常に少ない。アンケートの調査として 30.5％という回収率をどう

評価しているのかということをまず１点、確認して聞いておきたいと思うんです。そして、

バイアスのかかったデータを今後どういうふうに活用するかという基本的な方針はどうな

っているかということをまずお聞きしておきたいと思います。 

 

○佐藤座長 

 郵送調査で３割というのは現状では非常に高い。今の点について、いかがでしょうか。 

 

○川又参事官 

 サンプルの取り方については、６自治体ということで、確かに全国を代表しているわけ

ではないのですが、ある程度、都市、地方、さまざまな状況などを勘案して選定をしてい

ただいたということです。30.5％、私も郵送という方式については高いかなと思っていま

して、業者の方にも調査するときに是非回収率を上げてほしいということで、単に業者か

らの手紙がいくだけではなくて、該当する６自治体にもタイアップしてもらって、自治体

の名前も使わせていただいたり、景品ではないのですけれども、ボールペンを問いととも

にお送りしたり、いろいろ涙ぐましい努力はしてみて、30．何％ということで、私として

は、この種の調査で年末年始を挟んだにしては回収できた方かなという感じはしておりま

す。 

 それから、冒頭の佐藤先生のお話ございましたが、私も説明しなくて申し訳なかったん

ですけれども、調査の目的に関しては、これまでの少子化対策についての評価というと、

保育所を幾つ整備する、それが何％実現しました、そういう量的なものだけで見ていたと

いうことで、重点戦略などの中で、満足度の面という、利用者の意識を見た評価というも

のができないかということで、確立された方法があるわけではないので、とりあえず今回、

調査研究という形で、このような形でやってみた。 

 見たいのは、経済情勢などもありますけれども、余り変動するようなものではなくて、

できれば長期的なトレンドとして、皆さんの意向が把握できればいいなというふうに考え

ておりまして、５年ごとに大綱の見直しなどがくるわけですけれども、例えば、毎年１回

やってみるとか、５年に１回でいいのか、こういう調査の方法でいいのか、それともほか
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の方法を取った方がいいのか、いろんな観点から、これから検証していきたいと思ってい

ます。 

 ただ、今、とりあえず結果が上がっただけなので、なかなか私の方でも分析ができてい

ないんですが、これは郵送調査でしたけれども、先ほどありました１～28 とか、１～25

番まで、ずらっと並んだ総論的な部分がありますけれども、ここについては併せて、同じ

調査をインターネットを通じた調査もかけておりまして、郵送の調査とインターネットと

いうツールでの調査と、どれくらい差が出るのか出ないのか、そういう検証もしてみたい

と思っていまして、できれば機動的に、定期的に、何か定番みたいなものができれば、今

後の少子化対策の評価というものを継続的にフォローしていけるのではないかということ

も念頭におきつつ、とりあえず今回はこのような郵送という方式で結果が上がってきたと

いう状況なので、これからいろいろ、やり方も含めて、どうやっていったら長期的なフォ

ローができるのだろうかという辺り、先生方のお知恵をおかりしたいということでござい

ます。 

 

○佐藤座長 

 私が言いましたのは、これはこれでいいのだけれども、続けていくにしても、今回のや

り方についての、結果ではなくて、政策立案なり評価に使う意識調査という観点から見た

ときに、この辺はよかったけれども、ここは変えた方がいいというのがあった方がいい。

ただ、これに入れるのは時間的に間に合わないと思うのですけれども、趣旨からすると、

そういうのがあってもいいかなと思ったので、それは別につくられるか、短いものでいい

と思うのですけれども、あるといいかなというのが１つです。 

 あと、私も回収率は基本的に高いと思うのでいいと思うのですけれども、出ていったと

きに、いろいろ属性別にクロスしているのが意味があると、トータルの読み方、留意事項

はどこかに書いておいた方がいいかなということです。 

 あと、回収率について言うと、３ページにありますけれども、今回割り当ててあります

ので、そこについては回収率はわかります。既婚者何人、独身何人、既婚者の方が回収率

が低いとか、独身が多くなってしまっているとか、当初割り当てたのに対しての回収率は

書けると思うので、そうすると、どこかの回収率がちょっと低いとか、みんな同じように

低ければ、低いなりに代表しているということになるのでいいのですが、そういうことも

やっておいた方がいい。そうすると、次回やるときに、低いところは余分に割り当てた方

がいいわけです。 

 

○藤本委員 

 それは４ページにあります。 

 

○佐藤座長 
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 でも、これは結果なのですよ。割り当てたときに、男性何人、女性何人に対して、男性

が何人取れたかということをやらなければいけない。最初に送った属性と、戻ってきた属

性を比較するということです。 

 その辺はテクニカルな話で御検討いただくことにして、内容について、あるいは使い方

について、どうぞ。 

 

○森委員 

 ずっと今まで言われておったようなことが、今回、例えば、先ほど御説明の中で、青い

四角で囲ったとか、いろんなことをおっしゃった、そういうのは毎回いろんな意味で指摘

をされておった、そういうことだというふうに思います。これをどういうふうに実現をし

ていくかということがないと、恐らくアンケートに御協力された方からすると、これをど

ういうふうに政策的に使っていかれるかという、それが見えないと、次の調査をやっても、

なかなか難しい。 

 せっかくこういう結果が出たということ、実は、１つの例を申し上げますと、今回、国

の補正予算の関係で、妊婦の健診が 14 回ということ、これは私ども市町村もそういうこと

で予算づけをしてやっていくわけです。これは 21 年度、22 年度というふうにも、一応、

決まっているわけです。しかし、恐らく私ども自治体としては、継続してこれからやって

いかなければいけない、そういうようなことが当然出てくるわけです。 

 そうすると、例えば、妊婦の健診一つの問題でも、ここでも指摘されていましたけれど

も、こういうものが着実に実施できていく。景気対策もあったか知りませんが、補正であ

った。しかし、こういうのを目に見える形にしていくことが、こういうアンケート結果を

含めた、いろんな政策的なものが、ああ、着実に子育て支援をやっているのだということ

が見える化をしていった方が、私は、そうすると、この政策の中で、いろんなところの指

摘事項の中で、これは今、例えば、旧厚生省がやるとか、保育がやるとか、あるいはこれ

は働き方の問題だから、労働がどうしてもやっていった方がいいとか、何かめり張りをつ

けるような方向、こういうのを、結果を受けて、次のいわゆる工程表みたいな、こういう

ものを、全部総花的にやれというのではなくて、何かやっていただくことが、市町村もい

ろんな意味でいいのではないかなというふうに思うのですね。 

 

○佐藤座長 

 どうぞ。 

 

○普光院委員 

 非常に全般的な表現の問題なのですけれども、達成度のグラフを見ても、取り組みへの

評価のグラフを見ても、「そう思わない」「余りそう思わない」が過半数になっているわ

けで、全体として、このサンプルとなった回答者の方々は目標が達成されていないという
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ふうに感じている方がすごく多いというか、むしろ、いかに皆さんが不満を持っているか

ということが明らかになっていると思うのです。 

 そのときに、例えば「達成度が高く評価されている項目」とか、こういう表現がとても

おかしいなというふうに感じました。高くされているといっても「どちらかというとそう

思う」という人たちが４割程度いたというけれども、それは半分以下なわけですし、平均

点で見ても、最高でも 48 点なわけですから、半分よりも下回っているわけで、ここは高く

評価されていると表現することは、回答した方々にとっても不本意なのではないかと思い

ました。だからどういう評価があるのかというと、比較的高くというのか、難しいところ

なのですが、表現としていかがなものかなというふうに思いました。 

 それから、全部、比較的ということの比較でしか言えないのですけれども、例えば、児

童虐待みたいな項目に関しては、比較的やっているのではないかみたいな印象があるのか

なというふうに思いますし、施策としてはどんどん進められているとは思うのですけれど

も、現実には児童養護施設とか児童相談所とかが手いっぱいになっていたりとか、一時保

護でさえもオーバーフローしているところがあるとか、そういう話を聞いていますと、緊

張感としては高い部分だと思うのですが、比較で、国民はここはよくやっていると感じて

いるらしいというふうに社会の評価がされてしまうと、現実の地域の施策に及ぼす影響な

ども心配したりしてしまうのですけれども、その辺をどういうふうに表現していくのかと

いうことも少し心配しております。 

 

○佐藤座長 

 いかがですか。なかなか難しいのは、何かやっていることについて評価した場合、絶対

水準の評価というのはなかなか難しくて、多分、相互の比較はある程度できると思うので

す。ついていないから低い評価とも言えないし、高い評価とも言えないかもしれなくて、

相互の比較はある程度できると思うのです。確かにそういう意味では表現は難しいかもわ

からないですね。相対的に評価されているとか、されていないという言い方はできるので

す 

 どうぞ。 

 

○藤本委員 

 これを点数化するとき、100 点からだんだん刻まれている。プラスの評価とマイナスの

評価というふうに分けて出す方が本当はわかりやすかったのではないかと思うのです。そ

うすると、先ほどもあったように、ほとんどが全部マイナス評価になるのではないかと想

定するのですね。100 点、75 点、50 点、25 点、０点で平均値を出すのではなくて、それだ

ったら回答者の割合だけで見た方が、より結果を反映しているような気がします。確かに

「とてもそう思う」というのはほとんど１桁で、２桁は何か所かしかないのです。それも

10％台ですから、１割ぐらいの人しかやっていると思っていないということになるわけで
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す。それが 100 点という点数をつけられているので、平均点が上がっているだけのような

気がするのです。「全くそう思わない」をマイナス 100 点とつけて、加減算やって数値を

あらわした方が本当はよくあらわれるかなという気がします。 

 

○佐藤座長 

 今から遅いのだけれども、「わからない」と入れたら全然違ったね。わからないという

人はどこにつけたかなんですね。無回答はあるのだけれども、多分、どこかでつけている。

でも、実際はわからないという人が結構いる。もし「わからない」を入れてしまうと、相

当分布は違って、評価できない。だから、ここは難しいですね。 

 どうぞ、矢島さん。 

 

○矢島委員 

 これは私が調査を担当したわけではないのですけれども、調査方法などを検討する会議

に出させていただいていたので、お話をさせていただきます。最初に佐藤先生がおっしゃ

ったように、対象者の構成がそもそも偏っているという問題はかなり厳しい問題で、それ

は調査方法の検討過程の中で、私も何度か問題提起させていただきました。この調査の特

徴から言えば、俯瞰して見ることに一番の価値があって、例えば、11 ページ、21 ページの

ような全体の結果が本当は一番価値があるので、対象者の構成が日本の縮図になっていな

いというのは非常に残念な結果で、今後、ここは是非見直していただきたい。ただ、すで

に並行して日本全国で実施したインターネットモニター調査結果との比較も可能で、今後

見直しされるということです。 

 それから、普光院さんがおっしゃったように、全体に低い評価の方が多いというのも、

私も同感です。やはり、「高い」という表現には問題がある。ただ、低い中でも、相対で

見ることにも一応、意味はあるのではないかと思っています。これが利用者の視点からの

評価の指標として一応、検討されているという意味で言うと、前にお話ししましたように、

実際に施策がどの程度進捗しているのかという、施策のアウトプットレベルの評価と並ん

で、この利用者の視点からの評価をやるということで、これだけで見てはいけないという

のは佐藤先生もおっしゃったとおりです。 

 この中でも、例えば、21 ページのように、少子化社会対策大綱の取り組みがどう評価さ

れているかということと、11 ページのように、社会がどう変わっていると認識されている

かということを突き合わせて考えると見えてくるものもあって、例えば、私が非常に気に

なったのは、少子化社会対策大綱の取り組みとしては、「奨学金の充実」というのはある

程度、相対的には評価されているのですけれども、これに対応する、目指すべき社会の姿

というのは「教育を受ける意欲と能力がある者が、経済的理由で就学を断念することがな

い社会」が実現しているかということについては、評価が低い。そうなると、今後、奨学

金の充実を図る取組みを進めていったら、この目指すべき社会像というのは実現するのだ
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ろうかということが疑問になってくるわけです。そうすると、目指すべき社会の実現のた

めに、大綱に掲げている施策以外に、新たに検討すべき取り組みがあるのではないだろう

かということが浮かんでくる。 

 先ほど御説明があったように、働き方の見直しのところは全部真っ青なわけで、これは

まだまだ取り組めていないということで何とも言えないのですけれども、その次の「生命

の大切さ、家庭の役割」について言うと、例えば、社会の姿として「地域住民や関係者を

交えた子育てを応援する取り組みが行われている社会」ということは、相対的に見ると評

価がいいのです。ただ、これは、国の施策が評価されているのではなくて、まだ日本社会

の中にこういう風土が残っているとか、あるいは（NPO 等の）地域で活動されている方々

が担っていることが評価されているのではないか。そうすると、国の施策としては何をす

べきなのかといと、そうした地域のもともとある力とか、地域の民間で行われている取り

組みというものを後押しする取組が必要ではないだろうかとか、そういうことが見えてく

る。 

 あと、「子育ての新たな支え合いと連帯」については、先ほど御意見がありましたよう

に、個々の施策についてはある程度やっているという認識がある一方で、社会像としては

まだまだ子育てしやすい社会になっていないのだと見られている。となると、個々のサー

ビスをこのままのレベルで少しずつ充実していくというくらいでは、目指す社会というの

は実現しないのではないか。 

 そういうような形で、結果を突き合わせることで、色分けは若干できるのかなという気

はしています。 

 

○佐藤座長 

 この調査の使い方みたいなものを、これに載せなくてもいいのだけれども、そういうこ

とが、多分、最初の有効性、どう使うかみたいなことを検討する調査だということになる

と思います。 

 どうぞ。 

 

○竹内委員 

 今のに加えてなのですけれども、このデータを基に、今後どう利用していくかというこ

とになるのですが、先ほど 25 ページ辺りからずっと、既婚者の子どもがいない方たちの「そ

う思わない」ですとか「余り行っていないと思う」というネガティブな回答が多かったと

思うのです。例えば、妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進めて

いる取組みが低いと思われていますけれども、逆に子どもがある方は、実はそうでもない

のです。 

 そうすると、現実的に子どもが実際にいて、満足までは全然いきませんけれども、そこ

にウェイトは余り置かれていないというところに、現実と希望している人のギャップとい
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うものがかなりあるのではないか。 

 そういう辺りをこの結果から見ていって、今後、子どもがある人たちが実際に子どもが

いない人たちに対して、どういう位置づけでやっていけば、子どもがいない人たちが、今、

現実こうだよということを目指していけるか。現実に子どもがいる人たちに対して、子ど

もがいない人たちが、実際は本当はいいのかもしれないと思える現実をもっと見せてあげ

るべきなのではないかなという結果が見えるかなと思うのです。 

 あと、結果がすべてではありませんが、結果の中で一番びっくりしたのが、69 ページに

あります結婚に関する考えのところなのです。働いていない女性で「一生結婚するつもり

はない」という回答が 20％近くいるのです。昔は、昔といってもどのぐらい昔かわかりま

せんけれども、仕事があって、ばりばり働いていて、お金もある程度あるので結婚したく

ないと考える女性が多かった中で、この統計を見ますと、実はそういう答えではなくて、

働いていない女性が結婚しなくてもいいと思っている。実は、この辺り、今後かなり問題

になってくる点かなと私などは思うのです。親なりの依存している部分で、働いていなく

てもある程度支えてもらっていて、そういう人が今後どんどん増えていくと、この率とい

うのはどんどん上がっていくのではないか。このマイナス部分を見ても、ある程度この統

計から得られるものはあるのかなと思いました。 

 

○佐藤座長 

 どうぞ。 

 

○奥山委員 

 ここの母数が少ないのです。32 名です。この働いていない方が、今、竹内さんがおっし

ゃったような方なのか、それとも引きこもり傾向で働いていないという方なのか、どっち

なのだろうというのは、私もこのデータを見ながら感じたのです。もし、その辺りが、社

会にも出ていけないという感じの方だとしたら、ちょっと読み方が違ってくるのかなと思

いました。 

 

○佐藤座長 

 正直、健康の問題とかもあるかもわからないし、多分、いろんな要因が入っているから、

ここは慎重に解釈しないと難しい。 

 あと、前半のことは、なかなか難しいのは、今、働いていて子どもを持っていない人は

難しいなと思っているのだけれども、今、働いていて子どもを持っている人は、そういう

職場環境が整っていたから持てたかもしれない。同じ職場にいるわけではないので、これ

はなかなか難しい。あるいは保育サービスを得られたから持ったのかもしれない。ネガテ

ィブに見ている人は、実際なかなか難しいなという職場にいるのかもしれないので、その

辺も解釈は非常に難しいかなというふうに思います。御指摘の点なのかもしれないし、そ
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うではないかもしれないということです。 

 あと、結婚のところで、72 ページのところで、これはいつも出てくるのだけれども、結

婚は個人の問題だから何もやらなくていいと出てしまうのだけれども、その前のところで、

71 ページのところを見ると、結婚していない理由が２つあって、１つは、自分の方から結

婚したくない、例えば、必要性を感じないとか、自由、気楽さを失いたくない、こういう

人と、適当な相手にめぐり合えない、これは違うのだよね。多分、自由や気楽さを失いた

くないとか、必要性を感じないとつけた人を落としてやると、相当絵が違ってくるのでは

ないか。つまり、適当な人にめぐり会えないとか、異性とうまくつき合えない、結婚資金

が足りないとかね。つまり、自分はそうではないのだけれども、いろんな要因で結婚でき

ない人を取り上げると、結構後ろの方はやってほしいというのは高くなるかもしれない。

そこら辺は、政策立案を考えるときには、そういうクロスもやってみてもいい。私はもっ

と高く出てくるのではないかなと思っています。 

 これは、使い方を留意しながら読んでいけば、いろいろできると思うのです。私がちょ

っと気になっているのは、読み方を留意しないで、これだけ出てくると、そこを気をつけ

ていただくといいなということだけなのです。ですから、少子化白書で使うときは、事務

局はよく見ながら使っていただくといい。私も使っていただいてもいいと思います。いろ

いろな情報が入っている。一応、これはこれで印刷されるわけですね。 

 

○川又参事官 

 研究会の方でもう少し精査して、今日の御意見なども踏まえた上で精査して、報告書と

して、これはこれでまとめます。 

 

○佐藤座長 

 やや実験的なという側面があれば、次回やるとすれば、こういうことが配慮が必要だと

か、政策評価で議論する、こういう点がというものは少しまとめていただくとありがたい。

結果だけではなくて。次回調整だとすれば、こういうことが必要だとか、読み方としては、

あるいは政策評価としてはこういうふうに質問を変えた方がいいとかね。結果だけではな

くて、利用者の意向に応じた政策評価、立案のために調査をやるとすれば、こういう読み

方、あと、分析の仕方とか、調査の実施もこう変えたらというのが、まとめておいていた

だくといい。そういうことは多分、次回までに忘れてしまう。 

 どうぞ。 

 

○案田委員 

 仕事と家庭の両立支援のところで、やはり全体的に評価が低いなという感じがしていま

す。そうした中で「妊娠・出産しても働き続けられる環境の整備」というところで政策評

価を確認するときに、資料３の「子ども・子育て応援プラン」の中で、育児休業の取得率
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などは目標を達成しているというようなことなのですけれども、実際によく言われる退職

という問題があります。その問題について、本会議の政策評価の中で出すことと、このプ

ランの中の実際の取り組みの目標数値というところには全くそこのところは出てこないも

のになります。そこら辺のところをどういうふうに今後、政策的に結果検証というのでし

ょうか、あるいは目標として持つかみたいなところの中で、つながりができてくるような

取組みとして進むのかどうかということをお伺いしたいのです。 

 

○佐藤座長 

 仕事と生活の調和の行動指針の方には入っているのですね。 

 

○山田大臣官房審議官 

 恐らく、これからプラン、また次期プランの検討に入ると思うのですが、今、おっしゃ

ったように、ワーク・ライフ・バランスの憲章と指針の行動指針の数値目標の中には、出

産後の女性の継続就業率が入っていますので、それをどういうふうにプランの中に反映さ

せていくかということもこれから検討対象になると思います。 

 

○佐藤座長 

 一応、向こうに入っているということと、今回の潜在ニーズ調査でも、女性が働くとい

うことを踏まえてということがありますから、こっちに入っておかしくはないですね。子

育て応援プランのときにも、たしか保育ニーズの推計のときには、辞めないで働き続けた

いということを踏まえてやったはずですね。多分、その辺は大事な点ですので、御検討い

ただければと思います。 

 所定外労働時間だけは余り努力しないで減ってしまう可能性があるという問題がある。

これは問題なのですね。努力の結果なのか、景気が悪くなって減ってしまうのでは困るの

だけれども、それはそれでプラスならいいという考え方もあります。 

 どうぞ。 

 

○森委員 

 資料３で、先ほども御説明のときに、この数値だけ見ると、本当によくやっているなと

いうふうに出てくるのです。だけれども、実際にニーズ調査、意向調査をやると、そうで

はないという、このギャップというのはどういうふうに感じたらいいのか。 

 

○佐藤座長 

 つまり、評価はそんなに上がらないでということですね。改善しなくて。 

 どうぞ、矢島さん。 
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○矢島委員 

 １つは、この目標値の水準は何なのだろうかと、ものによって違うのですけれども、目

標値の水準自体がどういう数値かという問題があると思うのです。育児休業の取得率はさ

っきおっしゃったような問題が指摘されていますし、地域の子育てサービスも、今回の潜

在ニーズの推計方法で算出すると、その年代の子どもに対して、どれぐらいのサービスが

必要かというのが出てくるわけです。その水準に照らすと、この辺に出ているサービスと

いうのは、もともと目標値自体がまだまだかなり低い、そういうことなのだと思います。

ですので、全体に、この目標値というのは今、どの水準に設定されているのかとか、どう

いう意味で設定されているのかということを見ることが、今後、課題になるのではないか

と思います。 

 

○佐藤座長 

 なるほどね。かなり厳しい。でも、確かに潜在ニーズがかなり高目に出てきているとい

うことからすると、そうなのかもわかりません。 

 最初の行動計画についての方でも結構ですし、今日の議論の２つの課題、テーマについ

て、どちらでも構いません。 

 資料１の方はいかがですか。全体として、少子化対策というか、少子化の進展について

の、そういう意味では認識自体は広まってきているということです。 

 先ほどの資料４－１の説明の最後のところ、これは地域の行動計画ですけれども、一般

事業主行動計画の基本事項の８のところを見ると、公表のことが言われていますけれども、

仕事と生活の調和の視点を追加とか書いてありますね。そうすると、今までの企業の方の、

一般事業主行動計画策定の方もかなり変わるということですか。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 そんなに大きく抜本的に変わることはないです。当然、ワーク・ライフ・バランスの憲

章ができて、行動指針ができていますので、この５年間での政策の変更とかいうのは盛り

込んでいますが、構成ががらがら、一般事業主行動計画のところで変わっているというこ

とはありません。 

 

○佐藤座長 

 どうぞ。 

 

○竹内委員 

 済みません、その辺でちょっとお聞きしたいのですけれども、この一般事業主の行動計

画というのは、301 人以上の企業に関しては届出が義務となっているかと思うのですが、

中小企業に関しましては任意の届出だと思うのです。今後、ここが一番ウェイトが置かれ
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ていくだろうなと思うのですが、例えば、中小企業、任意ではなく、義務化していくとい

う方向性とかはあるものなのでしょうか。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 先ほど参酌標準を位置づけた法改正と一緒に次世代法の改正というのが去年行われてい

まして、その中では、一般事業主行動計画の策定義務の対象範囲を 301 人以上から 101 人

以上に拡大する見直しをしております。 

 

○竹内委員 

 ありがとうございます。 

 

○佐藤座長 

 再来年度でしたか。来年度ではなくて、次の年度ということになります。 

 

○朝川少子化対策企画室長 

 そうです。 

 

○佐藤座長 

 初めから短いから急いでという話だったのですけれども、でも、ワーク・ライフ・バラ

ンスですから、長くやることだけでは意味がなくて、効率的で必要な会議をすれば、それ

はそれでいいわけですので、ほかによろしいですか。 

 事務局の方から連絡事項があれば、よろしくお願いします。 

 

○川又参事官 

 ありがとうございました。まだデータが出たばかりで、我々の方の分析も不十分で、そ

ういう意味では生のデータということで、その点は申し訳なく思っております。 

 また、佐藤座長の方から、次にはもう少し今後につながるような論点をしっかりと整理

をしてということなので、その辺、整理をさせていただきたいと思います。 

 また、大綱の見直しというような作業も別途、小渕大臣の下で進んでおります。このよ

うな結果などもいろいろ御報告をしながら、また大綱の見直しという作業を進めておりま

す。また節目節目で、この点検・評価の会議でも御意見いただくような形にしていきたい

と思っております。今日はどうもありがとうございました。 

 

○佐藤座長 

 それでは、かなり効率的に終わったということで、皆さんが十分意見を出していただい

たということだと思いますので、早いですが、ここで終わらせていただければと思います。
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御協力どうもありがとうございました。 


