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第１回 結婚の希望を叶える環境整備に向けた 

企業・団体等の取組に関する検討会議事録 

 

日 時：平成28年10月14日（金）11:00～13:10 

               場 所：中央合同庁舎第４号館４階共用第２特別会議室 

 

○小野田審議官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「結婚の希望を叶える

環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」の第１回会議を開催いたします。 

 本検討会の座長につきましては、加藤大臣より、佐藤博樹先生に御指名がございました。 

 早速ですが、進行を佐藤座長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○佐藤座長 加藤大臣から座長の御指名をいただきました、佐藤博樹です。よろしくお願

いいたします。進行係として、やらしていただければと思います。 

 それでは、早速ですが、初めに、この会議の主催者である加藤大臣、豊田政務官より、

御挨拶をいただきたいと思います。 

 まずは加藤大臣から、よろしくお願いいたします。 

○加藤少子化対策担当大臣 おはようございます。 

 それぞれお忙しい中、きょうは「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の

取組に関する検討会」こちらに御出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 佐藤座長を初め、皆様方には、ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。 

 申し上げるまでもなく、少子化の問題、これは一億総活躍社会ということを考えるとき

にも、少子高齢化という構造的な課題に取り組んでいく必要があるということで、６月に

プランをつくらせていただきました。 

 特に少子高齢化といっても、高齢化よりもむしろ少子化が大変問題だと考えるわけであ

りまして、昨年の我が国の合計出生率は、前年に比べて0.04上がりましたけれども、1.46

という水準でございました。決して高い水準ではないわけであります。 

 また、我が国においては、生まれてくる子供の約98％が結婚をしている夫婦の間で生ま

れているという、ヨーロッパとは随分違う様子を示しているわけでありますけれども、そ

ういった意味で、未婚率の上昇というのは、出生率の低下に大きく影響していると思いま

す。 

 国立社会保障・人口問題研究所の分析を使って、我々も少し分析をいたしましても、明

らかに低下のほとんどの要因が未婚率の上昇ということで、そういうように見られるので

はないかと思っております。 

 しかし、他方で、いずれ結婚したいという若い方々の状況は、余り変わっておりません。

約９割前後の男女の方々が、そうした危惧を持っておられるという状況はあるわけであり

ます。また、一方で、先ほど申し上げた、未婚化・晩婚化の流れ、これはむしろ年々高ま

っていっているということだと思います。 
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 こうした状況を踏まえて、先ほど申し上げたニッポン一億総活躍プランにおいては、希

望出生率1.8、すなわち若い方々が結婚したい、そして、結婚したら、何人ぐらいの子供を

持ちたいのか、そういう希望が実現すれば、出生率でいえば、1.8という数字になるだろう

ということで、1.8そのものというよりは、そうした環境をつくっていきたい、そういうこ

とで、結婚支援の充実を上げさせていただいております。 

 若者が希望できる結婚、それぞれの希望する年齢において、それがかなえられるように、

これまでも各自治体において、推進をしていただいております。そうした先進的な取組に

加えて、企業・団体等においても、結婚支援の取組をいろいろしていただいているところ

もありますけれども、いわば総力を挙げて、こうした問題に取り組んでいかなければなら

ないと考えております。 

 先般、成立いたしました、平成28年度の第二次補正予算においても、地域少子化対策重

点推進交付金というもので、40億円、新たに計上させていただいております。これまで対

象事業は、自治体の結婚支援の取組ということが従前でありましたが、それに加えて、企

業・団体と自治体が連携して行う、こういう取組も対象にしていきたいと考えております。

結婚支援に熱心に取り組んでおる自治体において、まさに地域の企業・団体等が連携して

いくということが、１つの課題になっているとも聞いているところであります。 

 若者の希望する結婚といっても、それぞれの若者が置かれている状況、また、都道府県

等々において、それぞれ実態も異なるわけでありますけれども、そうした状況を踏まえな

がら、各地方自治体、企業団体等が連携をしていただく、その上にも、今、申し上げた、

実情の違う、あるいはそれぞれの若者のニーズがどの辺にあるのか、この辺も踏まえなが

ら、ぜひ議論をしていただきたいと思います。 

 今回、幅広くお集まりをいただいているわけでございまして、どうか皆さん方のお知恵

をかしていただきながら、若者の皆さんの持っている結婚の願望がかなえられるような環

境整備に向けた大きな一歩を踏み出していきたいと考えておりますので、どうか忌憚のな

い御意見を、それぞれいただければありがたく思っております。 

 きょうは、大変残念なのですけれども、私は、この後、別途の会議に行かなければいけ

ないので、皆さん方のお話を聞かせていただけませんけれども、スタッフを通じて、しっ

かりとその辺も聞かせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

○佐藤座長 加藤大臣、どうもありがとうございました。 

 続きまして、豊田政務官から、御挨拶をいただければ頂戴いたします。 

○豊田大臣政務官 おはようございます。 

 御紹介を賜りました、政務官の豊田俊郎でございます。 

 このたびはさまざまな分野でご活躍の方々にお越しをいただき、まことにありがとうご

ざいます。 

 少子化対策については、各地域において、自治体を中心に危機感をもって、結婚支援や
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子育て支援に取り組んでいただいているところでございます。一方で、自治体の取組だけ

では限界があり、結婚支援においても、企業・団体等との連携が行われているものと認識

をいたしております。 

 このような中で、本検討会では、企業・団体・大学等における自主的な取組として、ど

のようなものが可能であるか、また、取組に当たっては、留意すべき点について、皆様か

ら幅広い御知見をいただきたいと思っております。 

 限られた時間ではございますが、活発な御議論を賜りたく、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 加藤大臣は、ここで退席されますので、よろしくお願いいたします。 

○加藤少子化対策担当大臣 済みません、よろしくお願いいたします。 

（加藤少子化対策担当大臣退室） 

○佐藤座長 あと、カメラの撮影もここまでということですので、よろしいですか。撮影

はここまでです。 

（報道関係者退室） 

○佐藤座長 豊田政務官は、もう少しいていただけますけれども、他の公務のため、11時

50分ぐらいをめどに退席されますので、御了解をいただければと思います。 

 それでは、最初に配付資料について、確認させていただきます。 

 議事次第の後ろに、配付資料一覧があると思いますけれども、資料１から資料９までと、

閲覧用資料のファイルがあると思いますので、漏れがあれば、事務局にお伝えいただけれ

ばと思いますが、資料はいいですか。 

 それでは、続きまして、この検討会の開催の趣旨と運営について、確認させていただき

たいと思いますので、事務局から御説明いただければと思います。 

○角田参事官 この検討会の趣旨について、御説明したいと思います。 

 まず資料１を御覧ください。 

 資料１の１としまして、趣旨でございます。本年６月に閣議決定されました、ニッポン

一億総活躍プランにおいて、若年の結婚の希望がかなえられるような環境を整備するため

の具体的な施策として、これまで十分でなかった企業・団体等による結婚支援の取組のモ

デルの創出及び取組の拡大を図ることとされております。 

 そこで、企業・団体等の自主的な取組の内容・手法や、社会全体の機運の醸成のあり方、

国・自治体の支援策等について、検討を行うため、本検討会を開催することとしたもので

ございます。 

 続きまして、運営について、御説明したいと思いますので、資料２を御覧ください。 

 まず１．としまして、検討会は原則として公開としております。 

 議事要旨につきましては、検討会終了後、速やかに公開する。 
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 議事録については、構成員にお諮りした上で、公表するということとしております。 

 配付資料につきましては、検討会終了後、速やかに公開する。また、座長で支障がある

と認めた場合には、全部または一部を非公開とさせていただきたいと考えております。 

 なお、本検討会ですけれども、動画撮影をしておりまして、検討会終了後、速やかに公

開させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 検討会の趣旨と運営について、御説明いただきましたが、議事録等の公開は、

普通の政府の審議会、会議等のやり方で進めさせていただくということと、動画撮影が全

部やっているわけではないと思うのですけれども、カメラが出た後で、それぞれ残ってい

るのが動画撮影用で残っているということですけれども、そういうふうにさせていただき

たいのですが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、資料２にあるような形で運営させていただければと思います。 

 それでは、第１回ということですので、検討会の趣旨も踏まえて、皆様からそれぞれ自

己紹介と御意見があると思いますので、１人２分ずつぐらいでお願いします。それで、き

ょうは、全員の委員が出席ということですので、最初に御意見を伺えればと思います。 

 まず資料１の後ろに、別紙に委員名簿がありますが、これは五十音順ですが、渥美委員

から順に、２分程度、自己紹介と感想なりを伺えれば、よろしくお願いします。 

○渥美委員 渥美と申します。 

 私は、シンクタンク業界で二十数年、自治体の少子化対策と企業のワーク・ライフ・バ

ランス支援策を研究してまいりました。 

 今回のテーマに関して、私は、結婚相手との出会い、結婚のきっかけは大きく４つある

と考えています。 

 まず１つ目は血縁の紹介、２つ目は地縁、地域の知人の紹介、３つ目、学縁、学縁生活

の同窓生、４つ目、職縁、職場、あるいは仕事先で出会う。 

 第一次大戦後、家制度の改定で、まず血縁が弱まりました。続いて、高度成長期の都市

化に伴って、若年世代が移動して、地縁が弱まる一方で、職縁が強まって、また、ほぼ同

時期に、高等教育進学率の高まりに伴う、教育期間の長期化で学縁も強まる。 

 このうち、職縁の紹介は、かつては盛んでした。性別における分業化で、開業の前に身

を固めるとか、男性社員の嫁さん候補として一般職採用がありました。妊娠、出産、育児

を機に、女性が離職せず、職縁の紹介が徐々に弱まってきた、こういう状況認識をしてい

ます。また、最近では、長時間労働が恒常化している職場では、パートさんなどにも支障

が生じやすい。 

 今後の結婚支援の方向性は、一連のサポート体制を自治体が再構築すること。次に、職

縁と学縁を企業と大学が連携して、かつての片働きモデルではなく、将来的に共働きモデ

ルへと転換させて、夫婦で、カップルでキャリア形成を考えていく。そういうふうに企業

が支援していくことと考えています。 
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 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 天野委員、お願いします。 

○天野委員 ニッセイ基礎研究所の天野です。よろしくお願いいたします。 

 私は、日本生命保険相互会社に、平成７年に入社いたしまして、ことしで21年目になり

ます。日本生命のシンクタンクに出向いたしまして、17年目でございます。 

 研究所ではまず女性労働の分野、仕事と家庭の両立から入らせていただきまして、厚生

労働省の育児・介護休業法のお仕事のお手伝いなどをさせていただきました。その後、自

らの産休、育休を経まして、体調を崩すなどの問題もありまして、傷病休業もとりました。

自らの経験から、本当の女性活躍というのは、少子化を伴うようなものではあってはいけ

ないということで、少子化対策と女性活躍をセットで研究するということを続けておりま

す。 

 先ほど渥美先生もおっしゃっていましたが、今一極集中が進み、東京に１割以上の若者

の人口が集まってきてしまっていて、地縁というものも崩れてきています。それを是認す

るかどうかということは置いておきまして、企業という組織に、都市の大学生が結婚の場

を求めているということが調査研究の中で見えてきております。 

 私は３年程度、学生の政策コンテストというものに携わらせていただいております。そ

こで学生たちに社内結婚や企業の結婚支援システムはどう思うかということを聞きました。

意見が真っ二つに分かれると思っていたのですが、意外と自分は自力で結婚活動を頑張り

たいが、企業にもそういう制度があったほうがいいという意見がでました。女子学生に至

っては、恋愛に自信がないので、大人の方たちに後押ししてほしい、流してほしいという

意見まで出てきています。いわゆる肉食世代から、草食世代というところに、子供たちが

変化してきたということが背景にあります。その中で、企業の婚活支援、団体の婚活支援

の意味が出てくるところではないかと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 有田委員、どうぞ。 

○有田委員 経団連の人口問題委員会の委員でもありました、有田でございます。どうか

よろしくお願いいたします。 

 私の経歴といいましても、東京海上という保険会社で、営業から経営企画から、一時期

は、労働組合の連合にも、組合から派遣されていったりしておりまして、今、経団連に出

入りしているので、一体お前の魂はどちらにあるのだと、今、連合の方に会うと、いつも

そういって笑われておるのですけれども、そういう経験もいい意味でこの場で生きればと

思っております。 

 私は、もっぱら企業の取組を、皆さんに御紹介して、理解を深めていただき、そこから

知恵をいただくことができればと思っております。それから、企業の取組だけでは、この

大きな課題は、とてもゴールにたどり着くことができないと思っております。ですから、

国とか、自治体の皆さんのお話を伺って、私どもとしても、もう少しこうしてもらえると、
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企業も動きやすくなるということがあれば、意見を言わせていただければと思っておりま

す。どうかよろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 続きまして、岡崎先生、お願いします。 

○岡崎委員 おはようございます。リクルート就職みらい研究所の岡崎と申します。 

 私は、株式会社リクルートに、平成５年に入社し、今年で24年目です。営業、商品企画、

編集や事業企画を経まして、10年ほど、転職サイトのリクナビNEXTの編集長並びに就職サ

イトのリクナビの編集長を務めました。2013年に、就職みらい研究所を設立しまして、今

に至っております。学生の就職や企業の採用についての研究をしております。 

 今回のこの検討会には「職縁」の可能性を探る役割で参加させていただいていると認識

しています。今どきの若者は、企業と距離をとった関係を好むという話題が聞かれること

も多いですが、私どもの調査研究に『働きたい組織の特徴』というものがありますが、そ

の中で“ウェットで一体感を求められる”組織と、“ドライで個人の自由に任される”組

織、２つのうちどちらで働きたいか？という問いに対して、８割が“ウェットで一体感”

と回答しています。 

 学生は今、将来展望に不安がある、あるいは自らの力に自信がない方も多く、企業の中

で、大人の人たちに導かれながら、自分たちの人生を豊かなものにしていきたいと考えて

いる人は少なくありません。このあたりが今回のテーマとの接点がありそうだと感じてい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 尾﨑委員、よろしくお願いします。 

○尾﨑委員 高知県知事の尾﨑正直と申します。 

 私は、今、全国知事会の中で、次世代育成支援対策プロジェクトチームというのがござ

いまして、そこのプロジェクトチーム長を約５年半務めさせていただいております。 

 そういう意味で、少子化対策について、この５年ぐらいの間、ずっと一貫してその充実

をということを訴えさせていただいてきたところでありますけれども、そういう中におい

て、随分と少子化対策に対する取組というものが、国の政策の中枢にどんと座るようにな

ってきたということについて、頼もしい思いがいたしておるところです。 

 知事会といたしまして、少子化対策の問題、少子化の進行については、非常に危機感を

持っておりまして、例えば私も、高知県の田舎の知事として、少子化の先にある、さらに

人口減少社会のさまざまな問題と、日々直面して、仕事をしているところでありますが、

さらに言えば、先々、現役世代１人で、高齢世代１人を支えないといけない、そういう時

代がやってくるときに、果たして日本は大丈夫なのかということについて、非常に危機感

を持っています。 

 その少子化対策の一連の取組の中で、先ほど大臣も言われましたけれども、いわゆる未

婚化、晩婚化が進んでおることが、大体７割から８割ぐらいの要因を占める。この問題に

ついて、正面から取り組んでいく必要があるだろう。 

 自治体といたしまして、内閣府の皆さん、政府の皆さん、いろいろ助けていただきなが
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ら、さまざまな少子化対策の取組をしてきているところでありますが、もう一段、社会全

体として、若い人たちの子育てのみならず、結婚も応援していくような、そういう社会を

つくっていくということが大事ではないかという問題意識を持っております。 

 今回、７月に全国知事会をやりまして、その点についての政策提言もさせていただいた

ところでありますけれども、こういう検討会が開催をされ、民間の機運を盛り上げていく

ためにはどうするか、その具体的な施策について、検討されるということは、時期を得た

取組だと思っておりまして、微力ながら全国知事会としても、この問題について、しっか

りと取組させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 内藤委員、お願いします。 

○内藤委員 独立行政法人労働政策研究・研修機構の副主任研究員の内藤と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 私は、20年ぐらい、労働法の研究をしてきているものでございます。今回の会とのかか

わりでいいますと、恐らくは論点２、取り組むに当たって留意すべき点は何かというとこ

ろに恐らく関わるのだと思いますけれども、私のこれまでの研究は、職場のハラスメント、

パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ジェンダーのハラスメント、こういった

ハラスメントを含む、さまざまなハラスメント、主に職場ですが、職場以外も含めて、考

えておりますが、こういったハラスメントを中心に研究してきております。それから、ジ

ェンダー視点の労働法の研究もしてきております。 

 こういった観点から、今回、企業・団体等の取組において、注意すべき、留意すべき点

はどこなのか、こういった点について、少し情報提供等をさせていただければと思います。 

 具体的には、今度お話させていただけるお時間がいただけるということですが、例えば

我々が以前、労働政策研究・研修機構で行った調査ですと、女性労働者が上司から「つき

合っている人がいるといううわさがあるが、その人と結婚するのか」などの質問をされる

といった事例で、地方労働局にあっせんの申請がなされております。それ以外にも裁判例

でもありますし、法学、憲法の観点からも、留意すべき点があると存じます。こういった

点から、御協力でき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 新居委員、お願いします。 

○新居委員 慶應義塾大学４年で、manmaという団体の代表をしております、新居日南恵と

申します。 

 今回、結婚の希望を叶えるというところで、実際に若者の当事者がどういう考えをして

いるのかというところで、意見を取り上げていただけることは、大変うれしく思っており

ます。 

 私自身は、今、全国250名の女子大生が参加をしている、家族留学という取組を行ってお

ります。家族留学という取組は、まさにこれから結婚、出産を考えている女子学生が、自

分自身が就職して、結婚、出産、子育てをしているようなキャリアイメージが描けないと

いう不安感から立ち上がったものでありまして、10個上、20個上の働きながら子育てをし
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ている先輩方の御家庭に、１日訪問して、そこで、子育て家庭の日常を体験したりとか、

ロールモデルとなるような先輩方のキャリアプランのキャリア経済のお話を伺うこととし

て、結婚であったりとか、子育てに対するイメージを明確にしたり、ポジティブなイメー

ジを持ってもらうという企画を女子大生でやっております。 

 将来、結婚をしたいとか、子供が欲しいという希望がありつつも、なかなか自分の親は

専業主婦で、子供を育ててくれたけれども、今は共働きが当たり前になっている中で、親

の育て方はすごく幸せだったけれども、自分が望むような幸せなライフ構造を願えるのか

というところで、すごく不安感を持っている学生も多くいますので、家族留学に参加して

いるような学生の声を拾い上げて、今回、お話させていただけたらと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 三輪委員、お願いします。 

○三輪委員 東京大学社会科学研究所の三輪と申します。 

 私の専門は、社会学、主に計量社会学と申しまして、社会調査のデータの統計分析に基

づく研究をしております。その対象が若年者のライフコースいったことで、こちらで結婚

というものを研究テーマの１つとしております。 

 私の役割といいますか、この検討会における位置づけということを考えてみますと、恐

らくは社会科学、あるいは広く結婚にかかわる科学に関する研究蓄積からのファインディ

ングスの提供ですとか、データに基づくエビデンスの提供などを通して、皆さんの議論の

活発化に貢献できればと思っております。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします 

○佐藤座長 安原委員、お願いします。 

○安原委員 日経ウーマンという、働く女性向けの雑誌の編集長をしております、安原と

申します。よろしくお願いいたします。 

 日経ウーマンは、働く女性のオンとオフを通して、女性がずっと長く働き続けられる仕

組みを応援する情報をいろいろ提供しています。読者の方は、全国にいらっしゃるのです

けれども、大体、今、読者の平均年齢が35歳で、半分ぐらいの方が結婚していらして、半

分ぐらいの人が独身です。 

 毎回、1,000人ぐらいの方にアンケートをとっているので、働く女性の本音の思いのよう

なことを御提供できるのではないかと思っています。 

 直近で、結婚に関してのアンケートをとったのですが、すごくびっくりしたのは、読者

の平均年齢35歳ということもあると思うのですけれども、現在シングルの16％ぐらいの方

が結婚しなくてもいいと、年齢が高くなっていくと、結婚しなくてもいい。結婚相手を考

えるときに、何を重視しますかという質問に対して、すごくはっきりした経済的なポイン

トというのが出ていまして、一番は相手が健康で働き続けられるかということと、２番目

が夫の親族に経済的な不安がないかとか、３番目に夫が浪費家ではないかという、この３

ポイントで、全部お金回りだったのです。 
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 結婚相手を選ぶというのは、今、女性は本音で、一生１人でも豊かに暮らせるというか、

幸せに暮らせるところに、わざわざ結婚するといったら何ですけれども、逆に経済的な不

安を抱えないということをすごく大切にしていらっしゃる視点だと思いますので、そこの

部分のお話をできればと思っています。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 山崎委員、お願いします。 

○山崎委員 日本商工会議所の女性経営者の組織である、全国商工会議所女性会連合会の

会長を務めております、山崎でございます。 

 商工会議所の女性会は、全国で417ございますが、その中で、婚活事業実施している地域

が多くございます。平成27年度の実績は調査中ですが、平成26年度は約２万人の男女に御

参加いただき、2,700名以上の方がお相手を見つけられました。 

 結婚といいますのは、とてもプライベートな内容でございますので、ただいまお伺いい

たしましたいろいろな御意見を考えますと、上下関係のある組織よりも、商工会議所のよ

うな横のつながりの組織のほうが、やりやすいのではないかと感じました。 

 私は、東京商工会議所女性会の会長も務めており、先月、東京商工会議所といたしまし

て、婚活イベントを開催いたしました。20代から40代までの方々を募り、男性20名、女性

20名にご参加いただくことができました。このようなイベントを開催するときには、いつ

も、どうしたら楽しくお話し合いをしていただけるかと考えていろいろと工夫して実施し

ています。これまでにおいでになった皆さんにご感想をお伺いしたところ、「自分たちは、

相手の方とたくさんお話をしたい、だから、イベントの中では話をする機会をできるだけ

たくさんつくってほしい」とお聞きしましたので、先日の東京商工会議所のイベントでは、

乾杯もお食事も全てお話の機会にする工夫をしました。その結果、20組中７組マッチング

することができました。成功のポイントは、話し合いの機会をできるだけ多く設けること

だと改めて確認しましたので、これからもその点を留意して進めていきたいと思っており

ます。 

 現在の日本におきましては、お仕事以外で、若い方同士が十分に話す機会が少ないので

はないかと感じますが、結婚に関してはまずは十分にお話しできる機会があるということ

が大事だと思います。以前、婚活イベントに参加された時に、マッチングできなかった男

性を別の婚活イベントに御招待しようと思いましたら、その方は、婚活イベントに参加し

たことで女性とお話することに抵抗感がなくなった結果、よそでお嫁さんが見つかった、

とお聞きしたケースもございます。そういうこともありますので、その場でマッチングし

なかったとしても若い方々に十分にお話しする機会と経験の場を作ることができたという

点において、私たちはいいことをしたのかと思っております。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

○佐藤座長 山本委員、お願いします。 

○山本委員 初めまして。育て上げネットの山本と申します。 

 私自身、育て上げネットに来てからは３年目となりまして、今まで若者の社会的自立を
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サポートする仕事をしておりました。育て上げネットでは、若者の就労支援、自立支援の

経験を生かして、予防事業の側面として、子供事業に携わっております。 

 今まで、私自身が多くの若者たちと関わってきた中で、社会的自立を成し遂げていった

若者たち、その中で、東京に来てすごく感じたことの１つは、長野県にいたのですが、田

舎にいると、20代後半ぐらいになってくると、年齢を言うと、結婚をしているのですかと

いうことであったり、していないと言うと、若干腫れ物になっていくような、空気的に田

舎では、地域性はあると思うのですけれども、していることが当たり前の風潮というのが

あるのかと感じておりました。 

 東京に来て、若者支援をしている中で感じていることは、余り結婚に対しては、そこま

で比重を置いていないのだということ。そこは聞いていく中で、すごくわかったのですけ

れども、地域性だったりとかすると思うのですが、地域の目とか、周りの親族の目とか、

そこまで気にならないということを聞きました。 

 私自身が支援を10年以上、若者と関わってきた中で、今、すごく感じていることは、入

り口として、例えば長期のひきこもりだったり、ブランクがあったという若者が社会参画

する際には、まずアルバイトだったりとか、非正規の形で社会に出ていきます。正社員に

なり、その先をイメージしていくというところで、出る前に将来をイメージしようという

ところで考えてもらうのですけれども、アルバイトから始めて正社員になる、そこら辺ぐ

らいまで、経済的な安定まではイメージできるのですが、いざ自分の生活の結婚だったり、

子育てというところになってくると、口に出すこと自体もためらってしまったりとか、希

望というものをなかなか強く持てないという若者がいると感じております。 

 今回は、一応私自身、今までの若者支援の経験と若者たちの声というところをこの場で

お伝えできるような形にしたいと思っておりますので、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。 

 最後に、私より、簡単に自己紹介をさせていただければと思います。 

 中央大学大学院戦略経営研究科と書いてありますが、これはビジネススクールなのです。

ですから、いつも30代、40代の社会人に教えています。そういう意味では、そこには結婚

している人もいますし、未婚の人も相当います。 

 そこでは、人事管理を教えています。人事管理をやっている研究者が何でここにいるの

かということだと思いますけれども、研究としては、三輪委員みたいな、結婚したい人は

どう異性に出会って、どういうふうに結婚という決断をするのかということを研究させて

いただいたり、あと、民間の結婚支援サービス業がありますが、この研究もこれまでずっ

とやってきました。あと、もう一つは、国の少子化対策の立案には、ずっと長く携わって

きたのです。 

 今回のテーマは、非常に重要なテーマだけれども、難しい。どういうことかというと、

未婚が少子化の背景で、主要要因というのは、相当前から、研究者もですし、政府の少子

化対策の中にも書かれているのです。ですから、未婚化対策というのは挙げられています。
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ただ、何をやるのかということについては、正直言って難しいので、少子化対策の中にも、

それほど取り上げられにくい。大事だと思っていたのですけれども、何をやればいいのか

ということで、そこはなかなかいい取組が上がられていないというのが現状です。 

 そこを皆さんと一緒に考えていかなければいけません。難しさの１つは、当人たちは結

婚したいと思っているのです。ただ、出会いの場をつくろうとは思わないと難しいのです。

あと、出会った後、結婚しようと決断しなければいけないのです。本人自身がそういうこ

とが大事だと思ってもらう。つまり結婚したいと思っているだけでは、その希望が叶わな

いということを、本人たちは気づいていないという部分もあるので、そこをどうしていく

のかと思います。 

 確かに加藤大臣が言われたように、未婚者のうち、９割ぐらいの方が結婚したいと思っ

ているのですけれども、現実にいうと、結婚意欲がだんだん弱まってきているのです。そ

ういう意味では、早々な取組が大事だと思いますので、皆さんと一緒に、この大事なテー

マについて、考えていければと思います。 

 続きまして、事務局の出席者の紹介をお願いいたします。 

○角田参事官 それでは、事務局側の出席者を御紹介いたします。 

 まず西崎子ども・子育て本部統括官です。 

 小野田審議官です。 

 渡邉参事官です。 

 金子参事官です。 

 難波企画官です。 

 神宝調査官です。 

 少子化担当の参事官をしております、角田と申します。よろしくお願いいたします。 

 以上になります。 

○佐藤座長 それでは、ここから議事に入らせていただければと思います。 

 まず最初に、検討会の議論の手がかりとして、事務局から結婚の希望を叶える環境整備

に関わる検討の論点案です。もちろんこれに限定されるわけではないですが、一応こうい

うことを考えているというものを、事務局から用意していただいておりますので、そこか

ら御説明いただければと思います。 

○角田参事官 それでは、資料３と横の表になっています資料４とあわせて、見ていただ

ければと思います。よろしいでしょうか。 

 まず資料３ですけれども、環境整備に係る検討の論点ということで、４点掲げさせてい

ただいております。資料４の１枚目とあわせて御覧いただきたいのですけれども、まず資

料４の１枚目の資料ですが、これは出生動向基本調査という調査をもとに、若者の結婚で

きない、またはしない理由とともに、それぞれしない理由に対して、求められる支援とい

うものを事務局で試しにまとめてみたものでございます。 

 例えば見ていただきますと、結婚できない理由の２つ目のところに、異性とうまくつき
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合えないとか、適当な相手にまだめぐり合わないというものがございます。これは非常に

多い理由なのですけれども、この中でも、婚活などに積極的に取り組まれている方もいら

っしゃるかと思いますが、そういった方に例えば求められる支援というのは、きっと出会

いの場が欲しいとか、相談できる相手がいるといいといったような支援というか、ニーズ

があると考えます。 

 これに対して、右を見ていただきますと、自治体におかれましては、相談できる人とい

うことで、マリッジサポーターを設置されている自治体も多くございますし、出会いの場

として、マッチングシステムを運営されている、そういう自治体も多くございます。また、

これに対して、国は大臣からも紹介がありました、交付金によって、財政支援をさせてい

ただいている、そういう形になっております。 

 結婚できない理由の一番下には、一方で、例えば恋人はいるけれども、結婚する必要性

はまだ感じないとか、結婚にはまだ若すぎるという意識の未婚者に対しては、求められる

支援というか、そういう方は、まだ結婚する理由とか、将来展望が描けていないというこ

とだと思いますので、自治体では、ライフデザイン教育などが行われていたりするという

ことでございます。 

 こういった状況で、国や自治体が取り組んでいることに対して、資料３の１ポツ、２ポ

ツを見ていただければと思いますが、国や自治体が結婚支援の充実に取り組んでいる中で、

企業や団体、大学などにおいて、自主的にどういった取組、具体的な取組として、どのよ

うなものが考えられるのかといったことや、実際に取り組むに当たって、留意すべき点は

何かということについて、この検討会で御議論いただければと考えております。 

 次の３ポツ、４ポツにつきましては、資料４の２枚目を御覧いただければと思います。 

 こちらの企業・団体・大学等に、実際に環境整備に取り組んでいただく際の課題という

ことで、事務局でまとめたものですが、これは自治体で、実際に企業・団体との連携を図

られている自治体からのアンケートですとか、ヒアリングをもとにつくっております。 

 実際に既に企業・団体でも、積極的に取り組まれているところもあれば、全く取り組ん

でいないというところまで、かなり温度差があるわけですけれども、まず一番上ですが、

取組の必要性を理解している、企業・団体が地域の人口減少などに危機感を抱いていて、

自治体と連携して、既に取り組まれているという場合もございます。 

 ４番目ですけれども、例えばプライバシーの問題が心配で、結婚は個人の問題なので、

企業・団体として、取り組むのは難しいというお考えの企業・団体もあると承知しており

ます。 

 こういったそれぞれの企業・団体の状況も違う中で、資料３にございますけれども、企

業・団体・大学だけではなく、社会全体として、取り組みやすい機運の醸成というのは、

どのように進めていけばよいかですとか、企業・団体に取り組んでいただくに当たって、

国・自治体の支援はどうあるべきかといったことも、この検討会で御議論いただきたいと

考えております。 
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 論点については、以上でございます。 

 続きまして、資料５－１、資料５－２を御覧いただければと思います。こちらでは、今、

御紹介しましたような自治体で、既に取組が進んでおりますので、それを御紹介させてい

ただきたいと思います。 

 資料５－１、Ａ３の資料を御覧いただきますと、これは各都道府県で、どのように企業・

団体等の連携を図られているかということを調査したものでございます。これを見ていた

だきますと、時間の説明で、詳細は御説明できませんけれども、赤字部分が結婚支援につ

いて、企業・団体と連携するべく、自治体で取り組まれているものでありまして、既に非

常に多くの自治体で、熱心に取り組んでいただいているということがおわかりいただける

と思います。 

 資料５－２、横組みの資料を御覧ください。こちらは、実際に自治体が取り組んでおら

れる取組事例の幾つかをピックアップさせていただいて、事業の概要等をまとめさせてい

ただいて、御紹介をしているものでありまして、こちらも時間がございませんので、後ほ

ど御覧いただければと思っております。 

 駆け足で申しわけありませんが、事務局からは以上でございます。 

○佐藤座長 現時点で、事務局側が考えている論点です。出口として、こういうことがあ

るのではないか。自治体として、既に取り組んでいるものの、きょうは、時間がなくて、

十分御説明する時間はございませんけれども、そういう御紹介はいただきました。 

 今の検討会での議論のテーマですとか、あるいは自治体での取組ということで、これに

関連して、先ほど尾﨑委員からもありましたけれども、全国知事会から、提言も出されて

いますので、尾﨑委員から、提言の内容とか、自治体の結婚支援の取組状況について、簡

単に御紹介いただければと思います。 

○尾﨑委員 それでは、資料６－１、資料６－２を御覧いただきたいと、そのように思い

ます。 

 資料６－１が全国知事会としての少子化対策、もう一つあるのですが、子供の貧困対策

についても提言ということで、まとめさせていただいたものです。きょうは、少子化対策

の部分について、御説明させていただきます。 

 ３ページを御覧いただきますと、知事会としての提言の全体像といいますか、そちらを

掲げさせていただいておりまして、結婚から妊娠、出産、子育てに至るまでの間の一連の

対策を充実していただきたいという点について、さまざまな提言をさせていただいている

ところでございます。 

 そういう中で、本検討会のテーマで、奨励にかかわる点として申し上げますと、５ペー

ジを御覧いただきたいと思いますが、何とか結婚支援の充実を図っていかなければならな

い。そのために、自治体といたしましても、さまざまな出会いの場の創出の取組などに取

り組んでまいりました。その取組については、後でもう一回、実績を御説明させていただ

きたいと思います。 
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 ただ、追加的に、５ページの右壇の真ん中に（２）と書いてありますように、社会全体

で若い世代の結婚を応援する機運の醸成に向けた施策の強化を図っていく必要があるので

はないかという強い問題意識を持っているところでございます。といいますのも、左下に

あります、このグラフを御覧いただきたいと思うのですが、この50年で結婚のきっかけに

は大きな変化と書かせていただいております。これは、青い帯でくくられている部分とい

うのは、お見合い結婚による割合ということになります。1930年代ぐらいは、結婚のきっ

かけの約７割がお見合い結婚でありました。そして、出生率が２を上回っていた1960年代

の段階で、お見合い結婚は大体50％ぐらいでありました。現在、お見合い結婚の割合とい

うのは、５％ぐらいという状況になっているところでございます。 

 これは決してお見合い結婚を、もともと今の時代にふやすべきだということを言いたい

わけではなくて、お見合い結婚に至るまでの間で、例えば職場であったり、さらには地域

であったりして、お互い若い男女をお引き合わせしましょうという、そういう活動が非常

に活発に行われていたわけであります。ある意味、1960年代ぐらいまでは、大体結婚され

る方の半分ぐらいは、周りの大人たちが若い男女をサポートして、結婚に至ったというこ

とが盛んに行われていたようで、しかしながら、現在、この比率がすごく小さくなってし

まっている。 

 若い男女の結婚に向けた取組について、周りの大人達や、もっと言いますと、社会で取

組を応援していくような取組というのが必要なのではないか、このグラフを見ながら、私

どもとしても、そういう問題意識を持っているということでございます。 

 これについて、まず自治体としてどうかということですが、６ページを御覧いただきた

いと思うのですけれども、こちらがそれぞれ結婚、妊娠・出産、子育てに至るまでの各県、

47都道府県の取組のうちの一部を、こちらに取り上げさせていただいているものでござい

ます。 

 結婚、出会いの機会の提供でありますとか、啓発事業でありますとか、さらにはさまざ

まな施策の支援について、一昔前は、自治体としてもそれほど取り組もうという気運があ

ったのかどうか、ところによっても、非常に差があったということであろうかと思います

が、この間、少子化対策を本格的に進めていかなければならないという認識というのは、

非常に高まってきている。また、地域少子化対策強化交付金という形で、少子化対策に、

特に限定した形での交付金もつくっていただいたものですから、現在47都道府県全て及び

他の市町村を入れて、200団体ぐらいが新しく少子化対策に向けた取組をスタートさせてい

ると、そういう状況でございます。 

 この結果については、特に結婚支援の部分については、この取組について、資料６－２

を御覧いただきたいと思うのですが、おおむね結婚支援について、自治体として、本格的

に取組がスタートしたのは、27年度ぐらいからだろうと思っておりますが、都道府県によ

っては、違います。もっと早いところもありますが、おおむね全体として、本格的に動き

出したのは、27年度ぐらいからだろうと思っておりますが、これまでの間、都道府県によ
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る結婚支援の取組によって、どれだけの最終的なアウトプットといいますか、アウトカム

といいますか、これが出たかということ、こちらをまとめさせていただいたものです。 

 多様な出会いの機会の創出をする取組をし、都道府県、市町村開催の取組によって、右

側にありますように、28年８月末現在で、いろいろなイベントなどについて、２万5,000

回程度取組が進められ、さらに成婚数については、2,029組です。さらに１対１の引き合わ

せの取組について、こちらについて言えば、お引き合わせ数が９万2,000、成婚数が大体

4,500組程度ではないのか。47都道府県に、今回、アンケート調査を私どもでとらせていた

だいて、集計したものです。まだ数字は変わってくると思いますが、おおむねこんな感じ

ということで、御理解を賜れればと、そのように思っております。都道府県として、こう

いう形で、今、結婚支援の取組をしてきているところです。 

 そこで、先ほどのグラフでもお示しいたしましたように、もう一段、民間のお取組を応

援させていただく、そういう仕組みが必要ではないかという中において、今、政府の施策

について、８ページを御覧いただきたいと思いますが、見ていただきますと、こちらにあ

りますように、Ｘ軸は結婚、妊娠・出産・子育て、それぞれのライフステージ、どこを対

象として、政策がとられているかということをあらわした軸です。Ｙ軸は上段が民間の取

組への支援、下段が地方自治体の取組への支援ということになっております。 

 これを見ていただきますと、地方自治体の取組については、おおむね結婚から妊娠・出

産・子育てまでの間について、少子化対策として、しっかり応援をいただく、そういう施

策が整ってきております。 

 民間の取組に対するバックアップという点からいけば、妊娠・出産・子育ての段階につ

いての企業の取組に応援する取組については、くるみん・プラチナくるみん制度などを通

じての応援というものがあるわけですが、結婚のステージで、かつ民間の取組へのパック

アップということについては、まだ施策が空白地帯になっておるのではないかと、そのよ

うに思われます。まさにこの点を検討会議で考えていこうとされるということかと思いま

すけれども、ここのところの充実が求められてきているところなのかと、そのように私ど

もとして、考えさせていただいておるということでございます。 

 おおむね以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明ですが、事務局から検討会で議論する論点で、例えば資料４として、

一応議論のフレームワークとして、こういうものがあるのではないかという御説明と、あ

と、知事会で提言を出していただいた中身について、検討会の課題の部分について、尾﨑

委員から御説明がありました。 

 それぞれ御質問や御意見があればどうぞ。いいですか。 

 議論の仕方については、最初に何かないと議論がしにくいと思うので、つくっていただ

いているということですが、よろしいですか。 

 それでは、ここからは委員の中から、きょうはお三方に御説明いただくこととしたいと
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思います。三輪委員、天野委員、山本委員に報告をお願いしますけれども、お三方の説明

が終わった後、まとめて委員の皆さんから、御意見やら、御質問を伺うという形でやらせ

ていただければと思います。 

 それでは、最初に、三輪委員から御説明をお願いいたします。 

○三輪委員 資料７を御覧ください。私からはヒアリングの一番手といたしまして、結婚

意思決定の研究動向について、概要を説明申し上げたいと思います。 

 東京大学の三輪です。 

 資料７をお開きいただき、今回の報告の狙いは３点ございます。 

 １つ目は、結婚の意思決定や行動にかかわる社会科学研究の成果を概観することです。

与えられた時間が10分間ということで、このたびの資料に入れられる情報は限られると認

識しております。その中で、人口学、経済学、社会学など、学際的な諸分野の結婚、特に

結婚の個人の意思決定及び行動に関わる研究成果で、ここ15年の主要なものは、全て網羅

しております。細かいものは落としているのですけれども、主要な流れは概観できるよう

につくっております。 

 ２点目、その領域における最新の調査結果の概要を紹介したいと思います。こちらにつ

きましては、佐藤座長と私どもも入っておりました、内閣府経済社会総合研究所のプロジ

ェクトがございまして、そちらの2016年に行われた最新のデータを用いた分析結果がござ

います。そのディスカッションペーパーの知見を紹介するとともに、今回、もう一つ、追

加の分析をしてまいりましたので、そちらを紹介したいと思います。 

 ３点目、結論と申し上げますのは、職場というものが、結婚に関しても非常に重要な役

割を果たし得るといったことを、エビデンスに基づき御説明申し上げることです。 

 これが本日の狙いでございます。 

 次のスライドで、既存研究の到達点に関しまして、整理したものを御説明申し上げたい

と思います。 

 まず結婚のメカニズム、あるいは結婚の行動の研究成果をおおむねマクロとミクロに分

けることができます。マクロというのは、少子化ですとか、国や国際比較といった、社会

のレベルで分析する成果です。及びミクロとここで申し上げるのは、個人や家庭をベース

とした分析成果となります。 

 まず前者のマクロなのですが、日本の少子化の主因が婚姻率の低下といったことは、広

く知られてございます。既に先ほど大臣、尾﨑知事からも御説明があったように、確かに

人口学的な研究成果でも、婚姻率の低下が少子化を呼んでいるといったことは、まず間違

いないといったことが知られております。 

 さらに婚姻率の低下、ないしは未婚化といったものが、何によるのかといったことにつ

いても、同じく社会保障・人口問題研究所を中心とした研究成果がございます。そちらで

は、見合いの減少、並びに職縁結婚の減少が主因であるといったことが知られております。

こちらは要因分解法に基づいた精緻な分析結果で、近年、特に職縁結婚に関しては、問題
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であるといったことが、既に知られております。 

 職縁と離れるのですが、職場とも関係あるという話ですが、国際比較の分析成果による

と、こちらはシカゴ大学の山口一男教授の分析成果なのですが、両立支援が整う国ほど、

出生率が高い水準を維持できているといった分析成果もございます。 

 こちらが主なマクロ的な研究成果です。 

 それでは、マクロだけではなくて、一体どういう意思決定をしているのか、あるいはど

ういう行動をしているのか、つまり個人のミクロのレベルの分析の成果にまで、目を向け

て御説明したいと思います。 

 家族社会学者の山田教授は、未婚化現象は、経済力・出会い・魅力の格差、このミクス

チャーだといったことを説明します。 

 特に経済力に関しては、経済的な地位と安定性といったことは欠かせません。すなわち、

家族社会学、労働経済学、人口学、いろんな分野の研究者たちが、大学卒あるいは正規雇

用が結婚しやすい。裏返して言うと、大学に行かない場合、あるいは非正規雇用の場合は、

結婚し難いといったことを明らかにしております。 

 また、自営業についても、結婚がややしにくいといった傾向も知られています。こちら

についての解釈は、自営業の職場は、小規模で限られているので、出会いのチャンスが少

ないのではないか、そういった解釈がなされています。 

 さらに出会い、交際を阻害する要因に関しましては、こちらも内閣府経済社会総合研究

所のディスカッションペーパーより引用してまいりましたが、長時間労働は出会いを阻害

するといったことも、知見として提出されております。 

 さらには職場における異性、特に魅力ある異性の少なさは、交際をしにくくさせ、それ

とともに、結婚意欲を低めるといったことも、ミクロ分析の成果としてわかっております。

こちらは、国勢調査など、大規模な官庁の統計ではわからないところを、社会調査ならで

はの分析で掘り出せた点でございます。 

 それから、ネットワークの広さ、人的なネットワークのつながりの広さといったものも、

結婚意欲に影響するとか、あるいは対人関係の能力といったものも、交際のしやすさに影

響する。 

 こういったことが、既存研究の到達点としては知られている、主要な知見です。 

 次のスライドに移ります。 

 結婚の意思決定に関する調査は、内閣府経済社会総合研究所が2016年３月に行いました、

最新の研究成果です。有効回答数が１万名を超えるインターネット調査を実施しまして、

交際していた主に20代の人たちのその後３年間、その後どうなったかといったことを追跡

可能とするような調査設計になっております。 

 主たる知見は、以下のとおりです。 

 結婚の意思決定は、いまだに男性主導であるということ。カップルのうち、男性が先に

結婚を決めるといった傾向は、いまだ変わらずあり、なおかつその意思決定には、女性で
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はなくて、男性側の社会経済的あるいは意思決定的な要因が強く影響しているといったこ

とが確認されました。 

 また、20代の男女に関しましては、結婚意欲に大きな男女差があることが見られました。

要するに男性よりも女性のほうが結婚意欲があり、男性のほうは、結婚に対して、ちょっ

と距離あるといった点です。 

 さらに男性の結婚意欲は、雇用の状態やキャリアの将来展望によって変わり得ることも

明らかにされました。 

 ただし、仕事に関わる理由で結婚をためらっている、あるいは結婚ができない理由に仕

事に関わる理由を挙げた場合には、それが解消されたときには、３年後に実際に結婚に移

行し得る、結婚に移っているといった傾向もございます。 

 もう一つ重要な発見は、親密な人間関係は、結婚へと結びつきやすいといったことがわ

かりました。 

 さらに今回御許可いただきまして、結婚の意思決定に関する調査を職場や働き方に絞っ

て再分析してみると、次のようなことがわかりました。 

 次にグラフを御覧ください。22～31歳交際中の人たちの相手と知り合ったきっかけとさ

れるサイトです。こちらは、男女別に、交際相手とどのきっかけで知り合ったかといった、

知り合った場についての回答の分布です。 

 これで見てみますと、一番大きな理由、つまりきっかけとして多数を占めるのは、職場

や仕事の関係でといったものが、男女ともに第１位であるといったことがわかります。も

ちろんそれ以外に、学縁、学校での縁といったものももちろん多いのですけれども、これ

は小中学校から大学、大学院までを全て累積して足しても、職場にはかなわないといった

こともわかるかと思います。すなわち、職場、仕事は出会いのきっかけとなっているとい

ったことは、こちらで証明できます。 

 しかしながら、こちらのグラフの赤い部分を御覧ください。わずかに赤い部分がござい

ます。こちらの赤い部分は、出会ったきっかけが職場の中でも、さらに交際したきっかけ

が、職場の上司や同僚からの勧めだった場合の度数を示します。これを見ますと、確かに

職場で知り合ってはいるのだけれども、その中で、職場の関係者が後押ししてくれた、あ

るいは勧められたといったケースは、それほど多くはないといったことがわかります。 

 しかしながら、職場の同僚や上司のサポートというのは、実は大きな意味を持つという

のが、次のスライドです。 

 次に22歳から31歳の交際中の人たちが、３年後に結婚に移ったかどうか、結婚確率の違

いといったものを要因別に確認してみたいと思います。 

 まず一番上のグラフを見ていただきたいのですが、先ほど申し上げた、職場の上司や同

僚が交際を勧めたのがきっかけだという場合には、そうではない場合に比べて、男性だっ

たら41％、女性は59％もの人が、３年後に同じ相手と結婚するといったことがわかります。

つまりこの差異は、そうでない場合と比べて、12％ポイントも高いといったことがわかり
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ます。これは大変なことです。 

 また、職場の交際を勧められるのは、収入が安定しているからではないかとか、あるい

は地域性に恵まれているのではないか、大企業ではないかという疑いがあるかもしれませ

んが、それらの要因を調整した多変量解析といったものを用いた結果でも、ほぼ同様の結

果が得られています。 

 そして、10％近くの結婚確率を上げるためには、年収も結婚確率を上げる要因として知

られているのですが、年収の効果に相当すると、1.38倍、300万円の人が400万円近くに上

がるぐらいの効果とほぼ同様です。計算上はほぼ等価だといったこともわかります。 

 さらに職場あるいは仕事が重要だと考えられるのは、次の理由もあります。下のパネル

を見ますと、希望すれば、５年後も同じ職場で働けそうだったという場合、あるいは土曜・

日曜はどちらも休日がとれている場合は、そうでない場合と比べて、明らかに結婚の確率

がジャンプアップするといったことがわかります。すなわち、職場が結婚の確率を左右す

る要因だといったことがうかがえるかと思います。 

 ここでの大事な発見は、職場の人から勧められて交際した場合には、結婚確率は明らか

に高まるといったことを発見したことです。 

 最後にまとめです。次のスライドに移ります。 

 ここまでを要約しますと、マクロ的に見た場合には、少子化は未婚化のゆえに起きてお

り、未婚化の主因は、職縁結婚であるといったことがわかりました。 

 また、マクロのレベル、個人のレベルでいいますと、結婚の主な決定要因としては、職

場や仕事及び人間関係などが挙げられます。 

 そして、2016年という現代においてなお、日本では男性主導の結婚意思決定メカニズム

が維持されていますが、若年男性たちの結婚意欲が、同世代の女性に比して低いことは、

課題だと思います。 

 さらに20代の男性の結婚意欲を押し上げるには、どうしたらいいか。そこには少なくと

も３つぐらいの条件があるとうかがえます。１つは、働き方の条件が整うこと、２つ目は、

職場や周囲の人たちからのサポートがあること、３つ目、彼らが明るい将来展望を描ける

ようになること、そういうふうにまとめられるかと思います。 

 私からは以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 社会科学の研究成果に基づいてということです。 

 それでは、続きまして、天野委員からお願いいたします。 

○天野委員 私は今年から、愛媛県のビッグデータを活用した結婚支援研究会に参加して

おります。 愛媛県が法人会に委託し、男女のマッチングシステムを結婚支援センターが

行います。自治体が総出で結婚相談所のようなことをするわけですけれども、そのマッチ

ングにおいてAIが頑張ります。どうマッチング率を上げていくかといった話に、関わらせ

ていただいている中で、いつも引っかかってくる問題があります。 
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資料にもタイトルで書かせていただいているのですが、結婚を希望する本人たちの意識

も大切ですが、それを取り巻く社会、先ほど大臣もおっしゃっていましたが、社会の機運

の醸成という部分で、日本は大分問題があるのではないかというところに気がつきました。

結婚希望者の周りの人々、例えば御両親、親戚、職場の上司の皆さんが「まだ結婚には若

過ぎる」という観点から本人達に接してしまうことで、本人たちの結婚がどんどん先送り

になってしまうのです。 

９割の方に結婚希望がある、８割の方が子供は２人欲しいと言っているにも関わらず、

結婚がおくれるのはなぜなのか、といったときに、彼らを取り巻く人々の機運醸成、すな

わち社会の認識を変えていかなければいけないのではないかということです。このことを、

資料にて御報告させていただきます。 

 ２ページ目ですけれども、生涯未婚率についても、一般では誤解がありまして、生涯と

いう部分をメディアが外してしまい、未婚率と言ってしまうことの弊害があります。 

男性の５人に１人は未婚である、といった話し方をしてしまうと、バツ１もふえている

し、私の周りにもシングルマザーもいるしね、といった話になってしまうのです。そうで

はなくて、生涯１回も結婚経験がない人が、今の日本人男性において５人に１人もいる。

将来予測ではなく、今の日本において既にそれくらいいるのだ、という話を強調していか

なければいけないと思っているところです。現場で婚活支援のお仕事をされる方のアドバ

イスをしていても感じますが、ここは一般に広くは理解されていないところです。 

 それから、生涯未婚率が「50歳の男女のうち何人か」という定義は、統計上の指標です。

生涯未婚率のこの定義には大事な意味がありまして、専門家の方はよく知っていらっしゃ

ると思うのですが、50歳に至るまで結婚経験がないと、その後、結婚に至るということは、

余りないということがございます。ですので、50歳まで、できるだけ早い段階において、

結婚支援を周りが行っていかないと、希望は叶いにくい、ということです。 

 ３ページは同じことを言っておりまして、2010年の国勢調査によるデータです。最新の

国勢調査は2015年になるのですけれども、2015年のデータはまだ速報値しか公表されてお

りませんので、2010年のデータです。男性の５人に１人、女性に関しては10人に１人が、

生涯に一度も結婚経験がない。男性は特にかなり厳しい状況にあるということを、認識し

ていただきたいと思っております。 

 それから、なぜ結婚を考えることが重要なのかという話になったときに、子供が減るか

らという文脈がよくでてきます。果たしてそれは本当か、という話になるわけなのですが、

先ほど大臣からもお話がありましたが、日本は、長期に見ても、婚外子比率が２％程度に

とどまっておりまして、結婚が進まなければ、子供は生まれない社会となっています。こ

ういった話も、一般の皆さんに広くしっかり認識していただくことが必要だと思っており

ます。 

 未婚者がふえているという話を、ここまでさせていただきました。それでは、結婚した

いと９割の方が言っているのに、なぜ独身でいるのだろうかという調査結果資料がありま
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す。先ほど内閣府の事務局の方からも出ていた「出生動向基本調査」のデータの御説明を

させていただきます。 

 最新の第15回調査と、前回の第14回調査を年齢層別にランキングを載せさせていただい

ています。 

これを見ていただくと、すごくわかりやすいのですが、20歳前後、18歳から24歳では、

ほとんどの男女がまだ若過ぎるから独身でいますと回答しています。最新データを見ます

と、最近、女性活躍ということが非常に言われていますので、女性は非常に真面目な回答

で、仕事に打ち込みたいから、まだ結婚は早いという回答がトップに挙がってきておりま

す。結局「まだ早い」という回答が５割ぐらいを占めているということを、確認していた

だきたいのです。 

 ところが、25歳から34歳、いわゆるアラサーと言われる年齢層になると、がらりと回答

内容が変わります。「適当な相手にめぐり会わない」、相手がいませんという回答が圧勝

するようになるのです。まだ若過ぎるといった回答割合は、一気に下のほうにきて、数パ

ーセントにまで落ちるのです。 

 結局、アラサーぐらいになると、突然慌て出すのです。 

私は、現代の結婚活動は、アリとキリギリスのキリギリス化していると言わせていただ

いているのですけれども、未婚者の方たち、回答結果だけを見ていると、若いときは大丈

夫といっていて、ある年齢から急に慌て出す。 

 今、年齢層が「20代前後だから」「アラサーだから」というくくりで説明をしたのです

けれども、これには別の見方が出来ます。24歳までというのは、大学院生ぐらいまでの年

齢でして、就学している子たちが結構いる年齢層なのです。つまり就学をエクスキューズ

（言い訳）にして、まだ若過ぎるという感覚が持つことができる年齢です。ところが、25

歳を超えてきますと、学校に行っていますとか、学生ですという言い訳は出来なくなりま

す。つまり職場に入っている人たちが圧倒的に多い年代になるのです。職場に入った途端

に大慌て、今まで学生気分で自由を謳歌していたのだけれども、職場で長い時間働いて、

同じ場所で、同じ出会い、例えば業種によっては、男性しかいないとか、女性しかいない

とか、いう現状に面して初めて、「どうしよう」となるのが、見えてくるような結果の表

でございます。 

 アリとキリギリスがいかに結婚を大変にさせてしまうかというのが、資料６枚目です。

私はもともと経済学出身の者なので、マーケットの大きさが何に対しても気になってしま

うのですけれども、年齢がどんどん上がっていくと、未婚者マーケットが急激に縮小して

いくのです。この未婚者マーケットの状況を見ていただくと、30代前半になった途端に、

様相が変わります。 

女性だけを見ても、30代前半になると、６割以上の女性は、配偶者がいる状態になるの

です。皆さん、結婚がおくれているとか、未婚化と言っているのですけれども、実際のマ

ーケットを見ると、結婚される方はどんどん結婚していて、30代の前半には６割の女性、
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５割を超える男性が結婚しているのです。 

 つまり20代前半と比べていただくと顕著だと思うのですけれども、「相手を選ぶ」と言

いますけれども、この間に選ぶ相手のマーケットが半減してしまうのです。ですので、「私

はこだわりが強い」とか、「こういう出会い、王子様を待っている、お姫様を待っている」

なんていう人ほど、選ぶ相手が豊富な早い年齢がいいに決まっているというところを、一

般の方には理解していただきたい。選択の幅が広いうちに、行動しなければ可能性は激減

するだけなのです。 

 先日、山梨県の商工会議所の少子化セミナーで、この表を使ってお話させていただいた

のですけれども、その後、26歳のイケメン男性参加者が、明日から婚活を始めます、この

表に衝撃を受けましたとおっしゃっていました。相手探しは明日からどうしたらいいです

かと言われて、いやいや今更ですか、という感じだったのですけれども、この辺の正確な

マーケット感覚の認識が欠落していて、のんびりしてしまっているというのが、今の20代

未婚男女の状況だと思っております。 

 ７ページ目に移ります。独身の理由は何ですかという質問に対し、相手がいないので独

身なのですという割合が、年齢とともにどんどんふえています。それはお相手のマーケッ

トが縮小しておりますので、当たり前のことです。ですので、夢を叶える結果を出したい

ならば、キリギリスではなくて、早くからアリさん活動をしてくださいということを、若

い人たちに伝えていきたいと思っております。 

 ただ、若い人たちが意識を変えるだけでは、まだ未婚化には大きな壁があります。これ

が８ページの資料です。子は親の鏡という、逆ロールモデル問題です。先ほどもお話しま

したが、就学期間にある24歳までの男女が、キリギリス的考え方でいるのですが、ここで

彼らの親世代を1980年代に設定しました。大体30年前の方たちが親世代としています。30

歳前後でお子さんをもうけて、2010年、未婚の子世代がいると想定しています。 

親世代と子世代で比べていただくと、大学進学率を見ていただいてもわかりますが、女

性で３割、男性で２割進学率が伸びていまして、一方で、当時より平均初婚年齢が男性で

３年、女性で４年、つまり大学進学率、就学期間が延びた分だけ、結婚が遅れていること

が見てとれるのです。女性が社会活躍を始めたからとか、いろいろ理由を言っていますけ

れども、大きな理由は、やはり進学率の変化なのです。学生時代、就学期間延長をした分、

学生気分が強く長くなっている。 

 そして、親世代の学生というのは、ほとんどが高卒まででしたから、18歳まで、学生イ

コール子供、親の頭の中の子供である学生は、自分の18歳までの感覚なのですが、目の前

の子供、すなわち学生さんは、下手をすると、23歳とか、22歳とか、もっと年を取ってい

るわけです。でも、うちの子はまだ学生だからという意識を親が持っているのではないか

というところも、変えていかないといけません。実際に婚活のお手伝いなどをしていると、

娘さん3人が全員30歳を超えたので、そろそろうちも深刻かしら、みたいな親御さんからの

話が普通にあるのです。いやいや、そろそろどころではないという訳です。やはり未婚者
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の親御さんの感覚にも、相当のんびり感、キリギリス感があるというのが、見えてきてい

るところです。 

 この親御さんの感覚の問題を言っているのが８ページです。 

 ９ページは、企業側の問題です。企業側から見ると、80年代は高卒採用が多かった。私

どもの会社でもそうですが、現場に高卒で入ってこられている方が管理職に沢山おられま

す。1980年代では、男女とも高卒が主流でしたから、例えばその当時の女性の平均初婚年

齢は25歳だったのです。25歳の女性は、高卒入社後７年もたっていたのです。その当時、

男性は平均28歳で結婚されているのですけれども、高卒入社後10年もたっていたのです。

つまり結構OJTが進んで、職務スキルが上がっているのです。 

 ところが、今の25歳と28歳の女性と男性は、大卒入社後３年、大卒入社後６年となる方

が多い。そうすると、上司の世代から見たら、まだまだ仕事が出来ない感というものがあ

るのです。ですので、30年前の感覚、上司の時代の感覚で、勤続年数がこれぐらいで、仕

事がこれぐらいできるようになったら、あいつもそろそろ結婚かな、という感覚で、今の

大卒男女に接してしまうと、手遅れです。この時差について、管理者の方に徹底して意識

改革をしていただきたいというのが、私の思いです。 

 次は若い世代の企業での結婚に関する意識を知りたいとの御要望がありましたので、お

出しする資料です。今、大学生の論文指導などをさせていただいているのですけれども、

論文指導をさせていただいている大学生という対象のバイアスがかかっていますが、大学

３年生、都内の男の子、女の子たちに、社内恋愛や企業の結婚システムはどう思いますか

というヒアリングをさせていただきました。 

 びっくりしたのは、16名中10名、62.5％が、社内恋愛にも、企業の結婚システムにもポ

ジティブでした。前向きだということです。これは両者たまたま同じ数字になってしまっ

たので、社内恋愛にポジティブな子は、企業の結婚システムにもポジティブであるという

結果ではありません。これはクロス回答している方たちもいます。社内恋愛は嫌だけれど

も、企業にそういうシステムがあることについては賛成、そういうことに引っ込み思案な

人もいると思うから、賛成ですという意見もあります。また、社内恋愛はトラブるから嫌

だけれども、横断的にほかの企業の子と知り合えるようなシステムはいいのではないかと

いう意見も出ております。大学生へのヒアリングではこういう結果だというところを、現

状として御報告させていただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、社内恋愛と企業の結婚システムに対する学生の個々の御意見、

どうしてネガティブなのか、どうしてポジティブなのか、聞かせていただいた結果の一部

をお示しします。 

 社内恋愛のポジティブ派からは、興味深い意見が出ていました。 

障がいを抱えている学生さんが中に含まれていたのですが、自分は身体障がいがあるの

で、どんな恋愛活動にも前向きがモットーで、社内恋愛はいいと思いますという意見でし

た。これは女性からなのですけれども、「私はもう出会いがないと思うしもう３年生なの
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で、だんだん周り見渡して、まずいと気づいている。なので、就職先企業しか、私の結婚

相手は頼れないかもしれないので、社内恋愛はポジティブです」という回答が出ていまし

た。 

 それから、企業がシステムとして、結婚応援をするということに関してどうなのかとい

うところですが、女性からは、自分は追い立てられないとなかなかその気にならないので、

むしろ導かれたいという意見がありました。 

 次にこれはすごく素敵な意見だと思ったのですけれども、「結婚支援に熱心な企業は、

子供が生まれた後、子育て支援にも本気なのではないかと思います。だから、結婚支援が

ある企業はいいと思います」という意見が出ました。 

他には女性から、「自分は自力で頑張るのだけれども、人それぞれなので、企業にそう

いうシステムがあるのはいいと思う」というもあります。 

 これは自治体の方などには、悲しい意見かもしれないのですが、「国から結婚支援、応

援をされるのは、何だか嫌なのだけれども、企業ならいいと思える」といった意見まで出

てまいりました。 

 以上は生の意見として、聞いていただければと思います。 

 それから、どんな企業システムがいいのか、結婚応援システムがいいのかということを

お聞きした中で、出てきましたのが、やはり社内恋愛に限定してしまうのは、個人情報の

問題、つまり全部上司に知られてしまうとか、そういうことがあるので、職場に全部公私

を握られてしまうのは、嫌だという、個人情報問題を言う子がすごく多かったです。 

 自分の身近な人、毎日顔を合わせるような職場で、別れたり断られたり、結果がだめな

ときのダメージが大きいという意見です。 

 私は、東京商工会議所さんの会員紹介による結婚応援パーティーに御招待いただいて、

講演させていだたいた後だったので、企業横断型、つまり、保育所と同じコンソーシアム

型の婚活支援はどうですか、何社かの協賛で結婚パーティーがあるのはどうですかという

質問をしましたら、「それはすごくいい。その場で気が合わなくても、会社が違うから、

さようならしても後を引かないから、すばらしい、賛成」という意見でした。社内恋愛ト

ラブルを絶対避けたいと言っていた男子も、それはいいと思いますと、論調が変わってし

まいました。 

 それから、おもしろかったのは、「ほかの企業の人との出会いだったら、むしろ探すの

が楽になる。社内恋愛だったら、自分で探せると思うけれども、ほかの企業の人となると、

出会うのは本当に大変なので」という話も出ていました。 

 学生たちの意見を要約すると、キーワードは２つ、「後を引かないこと」と「安心感」

です。つまり後で社内トラブルがない企業からの応援システムがいい。それから、安心感

がある出会いは、やはりうれしい。愛媛県のAIが御紹介する、もちろんその間にボランテ

ィアさんが入っていくのですけれども、不特定多数の中から選んでいくやり方と、東京商

工会議所さんのように、会員の方が知っている人同士に声をかけて、関係者が集まる会と
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なってくると、紹介される相手に対する安心感が違う、というのは確かにあるのです。 

 私は愛媛と東京商工会議所の結婚支援の両方を見させていただいていますが、東京商工

会議所から先ほど２万名の参加があって、2,700カップルが成立しているというお話が山崎

会長から出ていました。安心感という部分で、ここに来ている商工会議所の会社の人たち

の知り合いが参加している、という安心感が、若い子たちの行動を物すごく後押しすると

いうことに、気づいたところです。 

個人的な意見としましては、ここ１年ぐらいお手伝いさせていただいて、企業コンソー

シアム型結婚支援活動というのは、若い世代に受けるのではないかと思っている次第です。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後になりますが、山本委員から御報告をお願いいたします。 

○山本委員 よろしくお願いします。 

 私からは、何かのデータに基づいた話というよりも、今、私自身が携わっている若者た

ち、特に結婚につながりにくい子たちに関わらせてもらっていて、マクロの話というより

も、どちらかというと、ミクロの話、現場で見た感覚のお話をさせていただければと思っ

ております。 

 そもそも私どもの団体は、どういった層をサポートしているかということで、資料を１

枚めくっていただきまして、１枚目になります。若年無業者と言われる若者の層をターゲ

ットとして、サポートさせていただいております。その中でも、失業者における求職の方、

あと、無業者における非求職型、非希望型の３枠の対象者が中心なっております。こちら

の説明につきましては、次のページに記載させていただきました。 

 あわせて、赤枠の右下、予防事業として、子供だったり、学校に入らせていただいて、

無業状態にならないようなサポートをさせてもらっています。 

 大きな枠組みとして、４つほど事業を持っておりまして、資料をまためくっていただい

て、若者支援事業です。これは直接若者に相談だったり、職場体験のサポートだったり、

トレーニングをしております。 

 教育支援事業は、私たちが学校に出向かせていただいて、金銭教育だったり、トラブル

時にどういう対応をするか、ライフコネクションという名前なのですけれども、何かがあ

ったときにどうするか、これからどうやって生きるかということを考えるための授業を行

っております。 

 学習支援事業は、予防事業として、単に勉強を教えるという関わりではなくて、我々が

見てきた無業状態に陥りやすい状態、これを仮に生きる力が弱いということで、生きる力

を定義するのであれば、困ったときに助けてと手を挙げられる、声を上げられるか。そし

て、助けてと言えるときに、その関係性をしっかりと持っていられるかという、そういう

意味で、子供たちの関わりの中では、私たちの経験をもとに、人に頼れる力、そういった

ものを身につけられるように、学習をきっかけに支援をさせていただいております。 
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 あわせて、若者の支援を行う際に、困っている若者自身、自分から何とかしたいといっ

て来られる人も当然多くいるのですが、どうしても家の中で誰とも会っていない、いわゆ

るひきこもりだったり、本人に問題意識が弱い場合は、保護者の方が疲弊されていて、保

護者のサポートが必要だという場合があります。これを若者支援の事業と分けているのは、

支援を受ける人が別々のほうが、やりやすいということがわかっているため、保護者支援

というものは、別事業として実施しております。 

 次のページからは、写真を載せさせていただきました。イメージとなりますので、御覧

ください。 

 当法人は、全ての若者が社会的所属を獲得し、働くと働き続けるを実現できる社会を目

指しております。 

 その上で、一番最後のスライドになりますが、私のほうで、10年以上、若者支援に携わ

ってきていて、感じていることを、ここでお伝えさせていただきたいと思います。 

 今、お二人の委員の発表を聞かせていただいて、私自身、すごく納得できるところがあ

ったのですが、私自身、２年前に結婚をしまして、昨年、第一子を授かりまして、来月の

誕生日で１歳になります。 

 今、子育てをしているのですが、私自身の経験で、結婚に踏み切る際に２つのハードル

がありました。 

 １つ目は、結婚するときに、家族２人が生活できる収入を私自身が確保できるか。私自

身の仕事も、まだまだ不安定なところがありますので、これから給料がどんどん上がって

いくということが見えているわけでもない。でも、その中で、相手に結婚してくださいと

言っていいのかというところ、ここに１つ目のハードルがありました。 

 また、相手の保護者の方、親御さんに理解していただけるかと思いました。幸いなこと

に、同業者でしたので、仕事への理解というのがすごく多くて、結婚自体はすんなりいき

ました。 

 子供を授かって、２つ目のハードルがきたのですけれども、まず第一子を授かりまして、

子供が無事に生まれました。うれしいということで、これからを考えるときに、私自身の

個人の考え方としては、兄弟をつくりたい。人が育つ上では、同じように育つ仲間が必要

だということで、第二子をもうけたいということを考えた際に、また、経済的な問題で悩

みます。 

 こういう場でお伝えするのがいいのかわからないのですけれども、私の子は、ことし、

保育園に入れなかったため、妻が、今、非正規の働き方しかできなくなっております。そ

のため、収入の部分もあるのですが、ここで、一番下の子育てがしやすい労働環境につい

てというところで、お話したかったのですが、うちの法人、特にうちの理事長なのですが、

子育てに関して、外部発信をすごくしているのです。うちの制度としては、育休という制

度ぐらいしかないのですが、子育てに対して、社風としてすごく寛容なのです。 

 具体的には、今、この時間もそうなのですが、私の妻は、子供をおんぶしながら、事務
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作業をしています。事務所で子育てをさせてもらえる。子育てをしながら、仕事をさせて

いただく。私も抱っこをしながら、打ち合わせをさせてもらったりしたこともあるのです

けれども、最初、周りの方にすごく迷惑をかけてしまわないかということで、上の人たち

がオーケーと言ったとしても、自分自身には抵抗があったのですが、会社自体がそういう

社風になっているところもあって、私自身、かなりサポートされています。同僚の方の理

解、上司の理解、私自身、子供が熱を出してしまって、帰らなければいけないとなったと

きには、そのサポートをしてもらえる。育てやすい環境というのは、すごく重要だと感じ

ております。 

 一番上の支援を受けた若者の結婚についてということで、少しお伝えしたいところがご

ざいまして、私自身、500人以上の若者たちと関わってきた中で、結婚の報告というのは、

本当に少ないです。私自身が直接受けた報告は３人です。全員女性です。 

 当団体が、今、把握している限りでは、個人に聞いた限りなので、多分もう少しいると

思うのですけれども、私がヒアリングできたのは４人です。そこは全員男性だったのです

けれども、共通点は、皆さん正社員であったということです。収入が安定してから結婚に

踏み込めた。これはつながったいい事例です。 

 私は支援員として、感情移入してしまうところもありますので、自分たちが支えたとか、

自分たちが関わった若者が、本人が望んでくれれば、結婚もしてほしいし、家族も持って

ほしいという願いがあるのですけれども、そこまではできませんので、報告を受けた際に、

すごくうれしいです。 

 逆につながらなかった事例も気にするのですけれども、私自身、実際に話を聞いた例と

しては、８年間のブランクを持つ若者がおり、、その後、支援を受けて、働き出しました。

最初は非正規の仕事から入って、経済的な収入を安定させるために、すごく頑張って働い

ていたことを、会社でもしっかり評価されて、社会関係もどんどん生まれてきました。そ

の中から、同じ会社の人と交際が始まりました。しかし、がむしゃらに頑張っている時期

はよかったのですが、ある時期、将来をイメージすることによって、すごく不安になった。

支援を終えて２年以上たっていたのですけれども、相談を受けまして、具体的にどういう

ところが不安なのかという話をすると、収入面、これからの自分が家族を養っていけるか

とか、支えていけるかというところが不安になって、交際自体がつらくなってきた。その

後、どういういきさつがあったかというところまではわかりませんが、結婚にはたどり着

かず、交際自体が終わってしまったという例があります。そのため、若者の雇用問題が物

すごくくっついてくると感じています。 

 働き出した若者の交流の場が必要だと思っている点については、私たちが支援させても

らっている若者たちの特徴としては、最初に相談を受けた際に、大きく分けて２つござい

ます。まず働くことへの自信がない、コミュニケーションへの自信がないという、大きな

不安を抱えている若者たちが多いです。性格なところを見ていくと、内向的な方が多くて、

自分から積極的に外の行動へ移るということは、少ないと感じております。そういった若
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者たちは、逆の面でいうと、与えられたり、職場が見つかったり、働くものが決まったり

すると、物すごく頑張ります。なので、物すごく評価も得られて、真面目で、変な話です

けれども、いい青年だったり、女性だったりします。 

 そういった若者たちですが、希望をしても、自分で表明することに抵抗を感じてしまい

ます。なぜならば、過去にひきこもりになったり、ブランクを持った若者の多くが、望む

ということを表明することにすごく抵抗を感じていることがあります。いい未来をイメー

ジしたいと思いつつも、口にすることで、自分なんかができないのではないか、それが逆

に苦しみにつながってしまうという傾向がございます。 

 それが、支援を受けて、働き出して、若干緩和されたとしても、多少残っている点がご

ざいまして、どういったものがあるといいかということで、これは少し近いところがある

かもしれないのですけれども、後腐れがないというところもあって、いろんな形で交流が

とれる場、緩やかな交流も必要なのではないかと思っております。婚活という目的のもの

も、もちろんあってもいいと思うのですが、そこにつながる前段階として、働いている世

代、20代から30代の人たちが、異業種間交流ができる場所、その発展性は結婚かもしれな

いし、そうでないかもしれませんが、そういう場がふえてくると、今回の問題の結婚とい

うところにもつながってくるような気がしております。 

 最後に子育てがしやすい労働環境についてということで、私の法人で、今の私の働き方

について、お話させてもらったのですが、これにあわせて、先日、東洋大学で、社会福祉

士を目指す学生たちに授業をさせていただく時間をいただきまして、私自身、子供の貧困

問題についてお話させてもらいました。私はまだ勉強不足なもので、触り程度しか、お話

ができなかったのですが、社会福祉士を目指す方は、女性が多いということで、女性の貧

困問題についても触れさせてもらったところ、大学生からこういう意見をいただきました。

就職活動のときに、子育ての支援だったり、子供が生まれてからどんなサポートが受けら

れるのか、あとは、結婚した人がどこまで働けているのかということが、わかるとうれし

い。入ってみないとわからないから、どうやって探せばいいかわからないですけれども、

今回、育て上げネットではこういうふうにやっていますという話をしたときに、そういう

ところで働いていきたいという意見をいただきましたので、この場でお伝えさせていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 お三方から報告をいただきましたので、この後、余り時間はないですが、20

分ぐらいありますので、それぞれの方に、御質問なり、御意見があれば、出していただき

たいと思います。 

 山崎委員、どうぞ。 

○山崎委員 以前、東京商工会議所渋谷支部の青年部の方々が、渋谷の大学に声をかけま

して、女子学生、男子学生に対して、妊娠、出産に関係する女性・男性の体の問題につい

てお医者様から、生理的な観点からの教育をしていただくイベントを開催しました。その
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中では、企業にお勤めの女性の方からそれらの知識を持っておくことは大事なことである

ということもお話しいただきました。 

 天野先生から、女性が子供を産みたい時期と産める時期があるということを教えていた

だきましたので、学生を集めてこのような教育イベントを開催したのは、非常によかった

と思っています。まだ若いから関係ないと思うのではなく、若いうちに生理的なしくみな

どを理解させるような勉強の機会を作っていくことも肝心なことではないかと感じます。 

○佐藤座長 子供を持ちたい人が、いつごろだと子供を持てるかという情報提供、そうい

うものはやり始めてはいるのですけれども、今、大学でもそれはやっていますし、教材み

たいなものをつくったりして、始めています。 

 ほかにはいかがですか。内藤委員、どうぞ。 

○内藤委員 ３人の方、御説明ありがとうございました。 

 天野委員に質問を２点、お願いしたいと思うのですが、１点目は、最後のスライドの10

ページから御説明いただいた、大学生に対するヒアリング調査です。スライド11で、ポジ

ティブ派の意見を御紹介いただいたのですが、ネガティブ派の意見もお聞きしたのかどう

か。もしお聞きしていれば、御紹介いただければと思います。 

 ２つ目の質問は、この調査は、現在、働いている人ではなくて、大学生をヒアリング対

象としているのですが、大学生を選んだ理由というのは、どこにありますでしょうか。 

○天野委員 ネガティブ派の意見ですが、きょう、10分という発表のお時間しかいただい

ていなかったので、あと、追加のオーダーで、若い世代の意見をぜひ紹介してほしいとい

う依頼がありましたので、時間内にお話できる範囲ということで、前向きなポジティブ意

見だけを載せさせていただいています。ネガティブ派意見は、わかりやすく、「公私を分

けたい」つまり仕事とプライベートは分けたいというものか、もう一つは、イケメン君な

どに多かったのですが、「バイトで恋愛トラブルは懲り懲りしている。後を引くのはいや

だ」という意見です。恋愛トラブルが職場であるのは嫌だから、彼女はあえて社外に持ち

ますという意見がございました。ネガティブ意見はこの２つのみです。それ以外はありま

せん。 

 それから、なぜ社会人若手ではなく大学生にこういう質問をしたかというのは、このお

話をいただきまして、その後にこういう質問をできる機会はなかなかないということで、

出来る範囲で行いました。私のもともとの調査のスタンスなのですけれども、今の若い人

たちに、「ライフプランというのは、正しい知識に基づいて、ギャンブルプランにならな

いように立てていただきたい、それを若い子に広めたい」という意識がありましたので、

今回の企業の応援について、結婚支援の入り口付近の一番若い方たちがどう思っているの

か、これから会社に入ってくる方たちが、どういう意識でこれを捉えるのかということを

知りたく思いました。短い時間の中で、１週間ほどしか調査期間がなかったものですから、

学生との接触がその間に入っていましたので、学生に聞かせていただいた次第です。予算

等があって、この調査をやったわけではございません。 
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○佐藤座長 機会があれば、企業で働いている方にも伺いたいということですね。 

○天野委員 そうです。 

○佐藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

 天野委員に伺いたいのですが、これは若干逆からの指摘なのですけれども、日本だけで

はなくて、先進国は大学進学率が上がっています。だからといって、結婚する人が減って

いるわけではないというところも、結構多いと思います。そうすると、何が違うのか。例

えば大学へ行くときに、家を離れる人が多い国とそうではないとか、その辺、日本で参考

になるとすると、別にみんな高卒で就職しろというわけではない、大学へ行くのがふえて

きているのが事実だとすると、その中で、ほかの国はどうして結婚しているのか、もし参

考的な情報があれば、お願いします。 

○天野委員 フランスは2006年から、出生率２をずっと維持し続けています。フランスは

徹底した妊産期教育をやっております。 

フランスも女性の社会進出が1980年代から始まりました。フランスという国は、1970年

代まで、離婚も、避妊も女性に認められていなかった国です。戦後になっても、そういう

女性の人権面で非常に遅れた国でした。ですので、女性の体の権利を守りたい、自分で自

分の結婚ですとか、妊娠、出産を決めたいというものが、フランスの戦後のフェミニズム

活動なのです。それが法律として、最終的には、1985年に夫婦の財産権がそれぞれ認めら

れることで達成されました。それまでは、男性だけが経済権を持っていたのですけれども、

女性も持てるようになりました。そのためその後、一気に女性が社会に進出してきました

し、女性の大学進学率も、フランスにおいて上がりました。 

 そこで、フランス政府が危惧したのが、着々と出産年齢が上がってきたことについてで

す。1980年代当時、日本と全く同じことが起こりました。「私たちは、産みたいときに産

む」という流れです。今までは避妊さえできませんでしたから、だからこそフランスでは

「産みたいときに産む」という運動が強く起こったのです。 

しかしフランスというのは、人口問題に対して、非常にシビアな目線を持っています。

ゲルマン民族に負けたくないという歴史をもっている国ですので、フランスの人口が減る

ことは大問題でした。出産年齢が上がっていく、つまり出生率が下がるところに早々に目

をつけまして、先ほど山崎会長がお話された、「産みたいときに赤ちゃんをではなく、産

めるときに赤ちゃんを」という一大キャンペーンを、医療、民間、政府全てで行いました。

皆さんがよく知っていらっしゃるフランスの雑誌などにもキャンペーンの宣伝をしてもら

って、女性の妊産期教育を国民的にきちんとやっています。ですので、妊産期教育をきち

んとやっていれば、進学率が進んだから妊娠をおくらせるということは、減るのです。男

性も女性の体のことがよくわかりますし、女性自身も自分の体のことがよくわかっている

からこそ、実現可能性が低いライフプランをたてないのです。 

 これは2010年のイギリスのカーディフ大学の調査ですけれども、35歳以降、36歳ぐらい

から、女性の妊娠力は大きく低下するという、イエス、ノー調査に対して、妊娠、出産を
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希望しているカップルへの調査で１万名が回答していますけれども、日本は正解率がなん

と３割を切ってしまった。イギリス、カナダは７割、８割を超えてきた。つまりイギリス

やカナダでは結婚は事実婚などがありますし、婚外子もありますので、結婚イベントをお

くらせるのはいいけれども、子供をつくるということは、おくらせてはいけないというこ

とを理解している。 

この違いです。 

○佐藤座長 ほかにございますか。どうぞ。 

○新居委員 ありがとうございます。２点お話させていただきます。 

○佐藤座長 どなたにですか。お話ですか。 

○新居委員 質問ではなく、お話を伺って感じたことを発表させていだきます。 

 １点目に、職場での出会いをいろいろつくっていくというお話が中心にあったかと思う

のですけれども、この話を伺っていて、職場という観点が重要というのは、もちろんある

と思うのですが、若い世代の人たちが結婚を考えるときに、パーティーに行って出会った

とか、お見合いで出会ったというものよりも、自然に出会いましたということに、すごく

重要性があるのではないかと思っていまして、例えば大学で、友達同士で関わっている中

で、自然に出会った人と結婚したとか、仕事に熱中している中で、お仕事を通して自然に

出会ったとか、そういう観点がすごく重要だと感じています。 

 家族留学を通して、30代から40代を少しオーバーしたような、お子さんのいる方に出会

うことがあるのですけれども、30歳を過ぎて婚活を意識し始めてパーティーに行きました

みたいな方も、もちろんいるのですが、20代前半から結婚を意識し始めて、20代の間に結

婚をしたという方は、そういう場に出向いてというよりは、自然に出会いの中で結婚をし

ましたという方が多いので、そういうものに対する憧れ意識というのは、大学生全般にあ

ると思います。 

 そういうことを考えたときに、私自身も、この後、大学院に進学を考えていまして、そ

うすると、卒業時に24歳になってしまうということで、先ほど天野委員の御指摘にもあり

ましたように、その時点で、年齢的には、20代後半に差しかかっているというところがあ

ります。それを考えるときに、就職してから結婚を考え始めるというようなことですと、

どんどん後ろ延ばしになってしまうと思うのですけれども、実は大学院に進学している友

人であるとか、慶應の学部の友人でも、学生で結婚している人も何人かいたりします。 

 学生結婚というと、見る目があるのか、経済的に大丈夫なのかというネガティブなイメ

ージとも闘いながら、人生選択をされている方がほとんどなのですけれども、学生のとき

に、同質性の高いコミュニティーで、自然に出会った人と、例えばその人と結婚をするの

が、30歳を過ぎてしまうと、10年ぐらい交際を経てということになってしまいますけれど

も、この人だと思うような人がいれば、早い段階でも結婚できるような、経済的な支援で

あったり、社会的にもそういうものをよろしくないものではなくて、よい人がいるのであ

れば、その人と結婚できるような支援をしていくことが必要なのではないかというところ
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で、自然に出会いたいという若い人たちの結婚に対する考え方を、学生のうちの結婚の支

援であったり、職場という自然に出会えるような環境をより支援していくことが重要なの

ではないかと感じました。 

 ２点目に関してなのですけれども、私もこの取組をやっている中で、産める年齢にリミ

ットがありますということは、すごくたくさん言われることがありました。実際に若い世

代に対して、そういうことを知ってほしいということで、取組がたくさんあることも、同

世代の学生の中では、知っている子がいます。ただ、一方で、それをテキストベースで言

われたり、大学の授業で言われて、早く産まなければならないという危機感につながるか

と言われると、正直、厳しいものがあると思っていまして、ただ、実際に学生が先輩方の

御家庭に行って、不妊治療で苦しんでいる方も結構いらっしゃるので、私はキャリアを優

先し過ぎたがゆえに、40歳ごろになって、子供が欲しいと思って、不妊治療で苦しんで産

みました。産んだのが、今、ここで一緒に遊んでいる子供なのですという、実際に身近な

人から聞くとか、触れ合い、体験を通して知ることがすごく重要だと思っております。 

 私たちも大学生に対して、ライフキャリアを考えるようなワークショップを、研究所の

方と一緒にやらせていただいたり、講演会みたいなものも企画したことはあったのですけ

れども、就職が目の前にある中で、結婚、出産、子育てというのは、遠いものに感じてし

まって、そういう形式だと、なかなか接点が持ちづらいところがありますので、お子さん

に触れるような体験であったり、御家庭に訪問するような体験であったり、そういう体験

をふやしていくことが重要なのではないかと感じました。 

 以上になります。 

○佐藤座長 今、新居さんが前半で言われたことはすごく大事で、山崎委員や自治体がや

っているように、結婚につながる出会いを求めている人を支援することも、すごく大事な

のです。 

 もう一つは、自然の出会いというお話だったのですが、そこをどう支援するか。未婚の

男女が出会う機会をふやす、自分も出会う機会に積極的に出ていく、ここなのです。先ほ

ど三輪委員から、労働時間が長いと結婚しにくいとあったのですが、職場と家の往復だけ

ではなくて、職場を出て、異業種の勉強会に行くとか、あるいは私が言っているビジネス

スクールに行くとか、職場以外のいろんなところで、別に未婚の人だけである必要はない

のだけれども、いろんな人と出会う機会があると、自然に出会えるので、結婚したいと思

ったときは、いろんなつき合いの機会をふやす必要があるということを理解してもらう。

結婚につながる出会いを求める必要はないのです。ただ、いろんなところへ出ていかない

限り、結婚につながらないということを、どう出していくか。両方議論する必要があると

思います。 

 渥美委員、どうぞ。 

○渥美委員 三輪先生に御質問させてください。 

 私が知らない、最近の研究動向をいろいろ教えていただいて、本当にありがとうござい
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ました。 

 １点、若干違和感があるのが、若年男性たちの結婚意欲が、女性に比して低いことが課

題だとあります。ここの整理なのですけれども、私も少子化対策のフィールドワークをや

ったり、企業のワークライフ支援をやっている人間として、データ上はこういうことにな

っているとしても、課題は、そもそも、男女ともに結婚意欲が下がってきているし、特に

女性に関しては、出産意欲は高いけれども、結婚意欲は低いという逆転現象があります。

また、男性は結婚意欲も低くて、子供を持つことに対する意欲も低い。ここも課題だと思

っています。 

 私の認識は、女性に比して、男性の結婚意欲が低い理由は、日本はまだ上昇婚が強いの

で、初婚年齢に２歳差がある。ですから、同じ年齢でとると、男性のほうが意欲が低いと

出る。また、性別的な出産年齢も、女性のほうが意識が強いので、リミットが迫っている

というところから、出ていることだと認識しています。 

 それよりも私の課題認識は、女性の意欲が下がっているという、逆転現象です。要は子

供は持ちたいけれども、夫は頼りにならない、夫の世話までしなければいけない、勘弁し

てほしい。あと、男性に関しては、自分の親みたいに、妻も扶養して、子供も扶養するこ

とはできない。そういうことで、現実的に難しいからというのが、私の課題認識なのです。

それについて、三輪先生の御意見をお聞かせください。 

○佐藤座長 どうですか。 

○三輪委員 御指名ありがとうございます。 

 東京大学の三輪です。 

 おっしゃることはごもっともで、結婚意識の温度差というのは、同じ20代の後半をとっ

ての分析結果ですので、至極当然といえば、当然です。なぜならば、もともと彼らの結婚

を目指している年齢自体にずれがあるからです。それはそのとおりだと思います。ただ、

課題ではないということではないと思います。つまり女性の問題はないとは申し上げてい

ませんで、この中に、特に男性が全く結婚に向かっていない。 

 調査結果でわかったことのもう一つは、我々が、社人研調査のような、出生動向調査の

ような調査結果をもとに、結婚の意欲は衰えていない、あるいは９割ぐらいは結婚したが

っているというのは、私は専門が社会調査法なので、何を聞いているかというと、いつか

は結婚したいということで、イエス、ノーで聞くと９割なのです。我々がやった結婚意欲

の調査で、交際者がいる場合、今すぐに結婚したいかということになってくると、格段に

低くなる。ですから、そこで言う、やがていつか結婚できるだろうといったことは、20代

後半の方、あるいは30代になった方でも、条件が整えば、しかし、それはいつなのかとい

うことがあるのだと思います。 

 そして、年齢上昇婚の話、あるいは男性の年齢上位の結婚のパターンを求めている。そ

れは確かにそのとおりで、別の調査でも、結婚をテーマした分析を行っておりますが、先

ほどどなたかからお話があったように、女性が配偶者候補に求めるのは、まず第一に収入
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です。ほかにも職業的な安定などを求めるわけですけれども、男性のほうは、女性に対し

て、属性的な条件をつけません。しかしながら、１つだけ、年齢です。自分より下だとか、

自分より10歳下がいいということを言う。そうすると、女性のほうは、そんなに上の男性

を求めていなかったりするので、男性がまだ結婚は早い、あるいはまだ自分の収入だとか、

雇用の条件が整っていないといって、結婚をおくらせていくうちに、自分が整ったから下

の女性をターゲットにすると、その女性たちからは、見向きもされていないといったこと

で、すれ違っているのではないかという気もいたします。 

 子供の扶養に関しての問題もそうですが、男性にかかるプレッシャーは相当なもので、

それゆえの結果なので、これが課題でないとは、言い難いという立場をとっています。 

 もう一つ、自然な出会いといったことが、先ほど新居委員からありましたので、それに

ついて、１つだけコメントさせてください。やはり自然の出会いに憧れるとか、あるいは

突き詰めると運命です。運命に導かれて、運命と言って別れるのですけれども、それに憧

れるのはすごくわかります。ただ、私自身が思うのは、この問題は、未婚者の調査、ある

いは分析を通してわかるのは、一枚岩ではなくて、かなりたくさんの層からなっているの

で、政策的に施策を考える上では、それらの多層な層を考慮しながらやらないと、空振り

に終わる可能性があるのではないかと思っています。 

 例えば結婚できない理由が何か、あるいはまだ結婚したくない理由は何かと聞いた場合

でも、彼氏、彼女がいるか、いないかだけでも、分布は大きく変わります。あるいは天野

委員も示したように、20代の前半か、後半かというだけでも、大きく変わってきます。そ

のようなことで、どの対象にどういった支援が必要か。出会いが必要なのか、それとも出

会ったカップルを成功まで導くことが必要なのか、そういったことをきちんと見極めてや

らないと、うまくいかないと思います。 

 皆さんの英知に期待だけしていてはいけないのですが、私も頑張って考えますけれども、

この会で、ぜひ積極的に検討できたらと思います。 

○佐藤座長 出会えるということも、大事なのです。三輪委員の報告は、出会った人たち

も、結婚にいくにはハードルが高いのです。まずは出会って、その後、結婚を決断する、

両方を考えていかなければいけない。 

 有田委員、岡崎委員、どうぞ。 

○有田委員 感想と三輪先生と尾﨑先生にお伺いしたいことがあります。 

 全体として、私が思っている以上に、企業に対する期待というのは、まだ高いと思いま

した。私が今更思っているようでは、本当はいけないのだろうと思うのですけれども、こ

の話は、経団連にもフィードバックをして、企業にできることは、もう少し踏み込んでで

きるのではないかと思うところがあります。 

 三輪先生にお伺いしたいのは、男性、女性の横棒グラフがあって、職場、仕事は出会い

のきっかけというものがあります。職場や仕事の関係での赤いポツのところがございます。

これができる職場の上司というのは、相当仕事もできて、人間力もあって、本当のイクボ
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スです。成果も上げるし、面倒見る。これは相当限られているのが実態ではないかという

ことで、ここにフォーカスして分析をいただいているのは、非常にありがたいのですが、

これを広げていくというのは、なかなか難しい。そこに先生の御意見があれば、いただけ

ないかと思ったのが１つです。 

 それから、尾﨑先生のお話の中で、そうだと思ったのは、８ページの結婚支援を行って

いる企業・団体に対する何らかの認定制度というところでありますけれども、ここも、先

ほど何人かの方がおっしゃっておられましたが、自然な出会いという話と、この話をどう

整合させればよいのかということなのです。人事、職制がないところのほうが、うまくい

くといっていた、先ほどのお話もあります。実際に私どもの経験からいきましても、職制

などの中で動くと、反発が出る、かえって成果が出ない。むしろ任意の集まりの中で生ま

れてくるもののほうが、うまくいく。 

 それから、会社での出会いというのは、確かに仕事中心で、同じ濃密な人間関係の中で、

たまに人が変わることがあるとすると、転勤で人が来たぐらい、こういうことが多いとは

思うのですが、意外と交流の機会が、しかも、利害関係なく持てるのは、組合の場という

のが、すごく多いのです。ですから、労働組合の機会などもうまく使っていくというのは、

みんなで共有化してもいい話ではないかと思ったりしております。ですから、ここのとこ

ろで、自然な出会いをうまく工夫するシステムなどを、うまく評価するやり方があれば、

知恵の出しどころとしては、あると思っております。 

 最後に１点だけ、企業コンソーシアム型、中でいくと、後腐れの話があって、これはか

なわぬというのも、残念な話ではあるのですが、そうだと思っています。実は経団連の中

に登録制度をつくっておりまして、手を挙げれば、男性何人、女性何人、ニーズがあるの

で、今度、出会いの機会があれば、交流させるという仕組みをつくっておりますので、ぜ

ひそういう機会などもうまく使っていただければと思っております。期待に応えられるの

ではないかと思うのですが、実をいいますと、実績は余りありません。正直、ノウハウに

欠けるところがありまして、楽しい出会いの機会がうまく設営できていないので、そのあ

たりは、また、先生方から教えていただけるとありがたいです。 

○佐藤座長 それでは、三輪さん、お願いします。 

○三輪委員 それでは、手短に答えさせていただきます。 

 職場や仕事の関係でといったところがトップの理由で、ただし、その中で、かなり限ら

れた人たちだけが交際を勧められて、交際をしているのは、そのとおりだと思います。こ

れは上司とは限りませんが、上司や同僚などを含むような、職場関係者ということだと思

うのですけれども、そういう方から御紹介、あるいは交際を勧められるといったこと自体

が、人間関係の円滑さや、職場の風通しのよさとか、いろんなものが入っていると思いま

すので、そういう意味では、限定的ではないかという御指摘は、ごもっともかと思います。 

 ただし、職縁結婚が多数を占めていた時代というのは、赤い部分とか、赤い部分に近い

ものが、もっと広がっていたのであろうし、いまだにそちらの層が、結婚へといざなう効
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果があるといったことは、その次のスライドで実証されたわけです。 

 こちらについて見ると、今回、職場の上司や同僚からの勧め以外に、友人から勧めです

とか、家族からの勧め、地域の人からの勧め、最初のほうで述べられた４点をカバーしま

すけれども、どんな人から勧められると、結婚に結びつきやすいかという分析もしたので

すが、トップの理由は、そこでも職場でした。もちろん家族や友人からの勧めによる交際

も結婚に結びつきやすいのですが、12％ポイントもアップはしないです。そこまではいか

ないということです。職場というのが、恐らく信頼できる、安心してつき合える、いい人

間関係のネットワークが構築できているときには、特に効果的なのだと思います。ですか

ら、そういう意味では、ただ単に、特別な上司というよりは、風通しのいい職場、風土を

用意できればといった意味で、解釈するぐらいが適当なのではないかと思っています。 

○尾﨑委員 私は次回プレゼンの機会をいただいているので、そのときに詳細なお話をし

たいと思うのですが、触りだけ、お話します。 

 私たちも企業の皆さんに結婚支援を応援していただきたいということで、高知家の出会

い・結婚・子育て応援団というものを、この４月からやっていて、その中で、企業さんた

ちとお話をさせていただいていて、企業支援について、もう一段、我々としてのスコープ

を広げないといけないということを常に感じているところです。一言でいうと、企業さん

の結婚支援というのは、多分イメージとしては、自社の社員に対して、本人に直接出会い

の機会を提供するなどという形で、結婚支援をすることという形で、定義をしてしまう。

それが基本的にベースとしてあるのだろうと思うのですけれども、実際のところ、例えば

ハラスメントが怖いということもあったりして、かなりためらわれたりする場合がありま

す。企業さんの結婚支援の考え方は、スコープは広げてみてもいいと思います。 

 例えば直接結婚支援のことだけなのか。先ほど天野先生のお話もありましたように、22

歳、23歳ぐらいで就職をされる。昔だったら、平均初婚年齢は、女性の場合、25歳ぐらい

だった。そうすると、２年ぐらいで結婚することになるわけです。仕事を覚えてからでは

なくて、これから仕事を覚えようとする若者たちが、いわば新入社員たちでも結婚できる

ような環境づくりをするとか、入社２～３年ぐらいのときに、研修期間などを置いてみる

という形で、よりワーク・ライフ・バランスが自由にできるような期間をあえてつくって

みましたとか、そういう間接的な環境づくりをするような会社も、結婚支援をしているこ

とになるのだろうと思います。 

 さらにいえば、必ずしも直接自分が働きかけるということに限るわけではなくて、もっ

と軽いものもあると思います。県のマッチングシステムがあります。これに登録してみた

らどうかとか、今度、ライフプランセミナーがあるそうだけれども、こういうものに参加

してみたらどうだろうかということで、ポスターを掲示する。例えばそういう取組だけで

も、随分違ってきます。 

 あと、３点目に、自社の社員に対する取組でなければだめだと考えるのか。実はそうで

はなくて、自分たちの会社は、世の中一般に対して、結婚を応援するような事業をいたし
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ます。これはCSRであってもいいと思うし、CSVであってもいいと思うのですけれども、両

方あり得ると思うのです。 

 例えば飲料の会社が、飲み物を使ったパーティーをやります。これが出会いのきっかけ

のパーティーなのですという形で、実際のビジネスとも絡めていただきながら、展開をし

ていくとか、そういう取組で、世の中の一般の若者に対して、働きかけているわけですが、

例えばそういう形での展開の仕方もあるのではないかとか、いわば直接のタイプともう一

段そういうふうに、多様な結婚支援、企業の皆様、団体の皆様がやっていただくやり方が

あるということを視野に入れて、また考えていけばいいのかと思っているところです。 

○佐藤座長 これが最後という形で、岡崎委員、お願いします。 

○岡崎委員 就職みらい研究所の岡崎です。 

 今後の進め方に関する質問です。私は普段は就職や採用の研究をしておりますので、本

日は専門外のことをたくさん教えていただき、本当に勉強になりました。ありがとうござ

いました。 

 改めて職縁というものが非常に重要だということ、それについて、企業への取組の期待

が大きいということを、実感したところです。 

 また、皆さんのディスカッションも含めて、このテーマは非常に個人的な問題だという

ことも痛感しました。そんな中で資料３の論点１「国や自治体が結婚支援の充実に取り組

む中で、企業・団体・大学等において自主的に行うことができる具体的取組としてどのよ

うなものが考えられるか」を今後検討していくにあたり、企業の取組の現時点での実態に

ついては、少なくとも定量的な情報は存在していないのではないかと思っているのですが、

いかがでしょうか。 

 もし存在しない場合、今後定量的な調査をされる予定はあるのか、もしくは定量情報で

はないが目指す方向を掴む上で今後見ておくべきものがあるのかなど、お示しいただけた

らと存じます。企業側の取組についてアイデアはいろいろ出ると思うのですが、現実的に

は難しいことも多そうな感覚もあり、このあたりをどう乗り越えて実現していくのかにつ

いて、ご教示いただけたらと存じます。 

○角田参事官 ありがとうございます。 

 先ほどの資料５で、自治体の取組について、御紹介させていただきました。これをつく

るに当たって、全都道府県に自治体の取組とともに、地域で把握されている企業の取組な

どについて、わかっていたら教えてくださいと申し上げたのですけれども、今、委員がお

っしゃられたとおり、企業の網羅的な取組の実態というものは、私どもも把握できていま

せんし、自治体でも、２～３点、そういうある程度悉皆的な調査をかけられているところ

もあるのですけれども、本当にまだ一部で、正直言って、これからというところもござい

ますので、この検討会の中で、今、そういう全国でこれだけの企業がこういうことをやっ

ていますということをお示しすることは、難しいと思っております。 

 今後の進め方としましては、個別の企業さんの取組であるとか、単一企業というよりは、
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法人会さんでありますとか、そういった団体の取組を御紹介させていただくことで、具体

的にこういう取組があり得ますということを提示して、御議論いただけないかと考えてい

るところです。そんなところで大丈夫でしょうか。 

○佐藤座長 またあれば、言っていただきます。 

 今回、出会いの機会を提供するということの議論で、他方で、自然の出会いという話が

あって、自然ではないけれども、基本的には、結婚を目的としない出会いでいいのです。

そんな特別なことではなくて、ですから、企業も社員がビジネススクールに勉強に行く。

これはいいことだという、あるいはそのとき行けるような働き方をする、これで十分なの

です。ビジネススクールに行くという、勉強する中で、２年間いる中で、結婚するような

パートナーに出会う。 

 ですから、こういうような職場と家の往復だけでは無理だということがわかる。そうい

う外に出ていくという機会を応援する。例えば震災があったときに、ボランティアで行っ

て、そこで結婚した人も結構います。私はそれが自然の出会いだと思います。そういう意

味では、企業がやることもたくさんある。自治体も本当の出会いと、例えば地元の消防団

に若者が入れるようなことを自治体が支援するということも、広い意味での自然な出会い

をつくることにもなるので、そういう広い話と、結婚、出会いのことと、出会った人を決

断させるようなサポートを考えてもいいと思っています。 

 まだまだいろいろ御意見はあるかと思いますけれども、時間も過ぎてしまったので、１

回目としては、皆さんから大事な意見を出していただきましたので、これを２回目以降に

つなげられればと思います。 

 事務局から、事務的な連絡をお願いします。 

○角田参事官 次回につきましては、11月７日月曜日に開催する予定でございます。詳細

につきましては、追って御連絡させていただきたいと思います。 

○佐藤座長 それでは、10分過ぎてしまいましたけれども、きょうは、熱心に御議論いた

だきまして、ありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。 

 


