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第３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11月22日（火）16:00～18:00 

               場 所：中央合同庁舎第８号館８階特別大会議室 

 

○佐藤座長 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３回会議を始めさせていただきます。 

 本日、加藤大臣は御欠席です。 

 石原副大臣が16時半ごろにおくれていらっしゃり、御挨拶いただくことになっておりま

す。 

 また、政府出席者を御紹介いたします。 

 武川内閣府審議官です。 

○武川内閣府審議官 皆さん、こんにちは。武川でございます。 

 前職は、西崎さんの前任でございまして、当時からいろいろお世話になりました。引き

続き、よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 本日、安原委員は御欠席です。 

 尾﨑委員の代理として、門田高知県地域福祉部長が御出席です。 

○門田委員（尾﨑委員代理） 門田でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 また、本日は、外部、委員以外の方からヒアリングをするということで、ト

ヨタ部品茨城共販株式会社代表取締役社長の駒月様においでいただいています。 

○駒月氏 駒月でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 一般社団法人愛媛県法人会連合会から事務局長の岩丸様と、えひめ結婚支援

センタージェネラルマネージャーの能智様においでいただいています。 

○岩丸氏 岩丸です。よろしくお願いいたします。 

○能智氏 能智です。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 秋田県人口問題対策課副主幹の檜山様においでいただいています。 

○檜山氏 檜山です。よろしくお願いします。 

○佐藤座長 別府大学文学部教授の佐藤様にお越しいただいています。 

○佐藤氏 佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 それぞれの方に、後で御報告いただくことになります。 

 本日は、既に御紹介しました団体に、従業員や学生向けのライフデザインの取り組みに

ついて御説明いただき、皆さんの御意見を伺おうと思っています。 

 その後、前回のヒアリングを踏まえた論点、検討の論点（案）を御用意いただいていま

すので、それについて、時間を割いて議論できればと思います。 
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 議題に入る前に、事務局より資料の確認をお願いいたします。 

○角田参事官 それでは、配付資料について、確認いたします。 

 議事次第の次の紙に配付資料一覧がございます。 

 ここに記載のとおり、資料１から資料７、参考資料１、参考資料２とございます。 

 そのほかに、お手元に紙ファイルの閲覧用資料と、今回ヒアリングさせていただきます

皆様方から御提供いただいた資料等を配付させていただいておりますので、漏れなどがあ

れば、事務局にお申しつけいただければと思います。 

○佐藤座長 資料はよろしいですね。 

○角田参事官 もしありましたら、事務局にお申しつけください。 

 続きまして、資料１、資料２の御説明に移らせていただきたいと思います。 

○佐藤座長 お願いします。 

○角田参事官 資料１が縦の紙になっておりまして、資料２が横組み、いつもの水色とピ

ンクの資料でございます。 

 資料１についてでございますけれども、前回も資料１を提出させていただきましたが、

第２回検討会、前回の検討会における主な意見を朱書きにしております。また、第１回と

第２回で同様の意見が出たものについては、適宜整理して、変更点は朱書きにしておりま

す。 

 朱書きの最初のところを見ていただきますと、主な意見としまして、企業・団体等によ

る取り組みとしては、自社従業員向けの取り組みだけでなく、地域の独身者向けの取り組

みもあるだろう。また、直接的な結婚支援か、そうでないものもあるだろう。また、負担

の軽重もあるだろうから、広く捉えるべきではないかという御意見もございました。 

 ２つ飛んでいただきまして、出会いの交流会を開催するに当たっては、いわゆる社会貢

献として行うだけではなくて、喫茶店やレストランのような方々に、本業を生かしたよう

な取り組みをしていただくといったことも、考えられるのではないかといった御意見もご

ざいました。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページの真ん中あたりですけれども、結婚意欲の

高い人たちには、民間サービスの活用もあり得るのではないかといった御意見もありまし

た。 

 また、その下、家事・育児をする男性がふえるような取り組みを進めるといったこと、

産休期間中に男性の休暇取得を推進するといったことも、よいのではないかという御意見

がございました。 

 次の論点、２．取り組むに当たっての留意点としましては、２つ目のポツですけれども、

企業等の結婚支援については、明確にそれを利用したいという従業員の意思表示がある場

合には、手法等にもよるものの、ハラスメントと捉えられにくいのではないか。ただし、

参加を希望しない人が、行くことを強制されたと思うと、パワハラになる可能性があると

いった御意見がございました。 
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 また、女性に対してのみ、早く産んだほうがいいといったような発言をすること自体は、

均等法上の問題があるのではないかといった御意見もありました。 

 次に３ページ目で、３．社会全体の機運醸成はどう進めるべきかという点につきまして

は、赤字の２つ目、企業・団体の結婚支援の取り組みについて、結婚支援を直接の目的と

しない、そういった軽い取り組みも含めた広い範囲で捉えることで、より広い企業・団体

さんに取り組んでいただくことで、社会全体としての機運も高まっていくのではないかと

いった御意見をいただいております。 

 最後に４ページ目の４．国・自治体の支援はどうあるべきかという点につきまして、最

初のポツですが、国はモデル事業を行って、取り組みの効果を検証もし、優良事例の横展

開を進めるべきという御意見をいただきました。 

 また、最後の２つですけれども、モデル事業をやる際には、地域性も配慮をするべき。 

 最後に、個人のプライバシーへの介入と受けとめられないように、最大限配慮すべきだ

ろうという御意見をいただきました。 

 資料２は、ただいま申し上げましたような、前回の主な御意見について、簡単にまとめ

させていただいておりますので、御覧いただければと思います。 

 １枚目は、企業・団体の取り組み例を示しておりますが、一番下の※のところでは、特

に留意点としまして、直接的な結婚支援の場合には、参加を希望しない人に、参加を強制

するようなことをすると、ハラスメントと捉えられる可能性が生じる。そういった点につ

いて、平素の部下に対するマネジメントの中で留意するとともに、信頼関係を構築するこ

となどが必要ということを、留意点として、注書きさせていただいております。 

 以上で説明を終わります。 

○佐藤座長 資料１と資料２は、これまでの２回の検討会での議論を整理していただいた

もので、これについては、後で議論する時間をとりたいと思いますけれども、そのときに

御意見を伺えればと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、ヒアリングに入りたいと思いますが、先ほど御紹介しました方に、それぞれ

御説明いただいて、質疑したいと思います。 

 ただ、後ろは６時です。６時というのは、何かというと、所定労働時間が６時15分まで

です。ですから、６時に終えないと、残業になってしまいます。加藤大臣は働き方改革の

担当大臣でありますので、会議は効率的にやる。皆さんに意見を出していただきたいので

すけれども、他方で、そういうこともありますので、御協力いただければと思います。 

 それでは、最初にトヨタ部品茨城共販株式会社代表取締役の駒月様からプレゼンテーシ

ョンをお願いいたします。 

○駒月氏 御紹介にあずかりました、トヨタ部品茨城共販の社長をさせていただいており

ます、駒月でございます。 

 私は40年前にトヨタ自動車に入社いたしまして、30年間、国内営業部門で、日本のトヨ

タの事業のネットワークをずっとつくってまいりました。販売会社を育成したり、リサイ
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クルも含めて、仕組みをつくるということをやってまいりまして、この10年間は、トヨタ

の関連会社の社長をさせていただいておりまして、ショッピングセンターのデベロッパー

の社長も６年間やらせていただきましたし、この３年間は、トヨタ部品茨城共販で、部品

の専門会社の社長をさせていただいております。 

 今は茨城県のトヨタディーラーさんの仲間だということで、茨城県のトヨタディーラー

さんと一緒にやっておるプロジェクトがありますので、きょうはそれを御説明させていた

だきたいと思います。 

 カラーのパワーポイントをコピーした資料でございますので、そこから説明をさせてい

ただきます。 

 まず「一般社団法人『茨城ワクドキクラブ』と婚活について」という表紙でございます

が、実は茨城ワクドキクラブは、去年結成をいたしまして、ことし３月に一般社団法人に

登録をいたしました。公のためにいろいろやろうということでございます。 

 活動でございますが、茨城ワクドキクラブの活動ということで、１枚目の下に書いてご

ざいます。１つは、トヨタの販売店の従業員向けのイベント、販売店の従業員の人にさま

ざまな車の楽しみを経験してもらって、お客様に伝えられるようになりたいというのが、

一番の直接的な活動であります。 

 写真のように、レースですとか、レース観戦ですとか、カートですとか、オフロード体

験もありますし、女子会もございますが、一番右下にありますように、婚活パーティーも

１つのイベントとしてやっております。車は道具ですので、目的、大義がないと、みんな

で集まれないという部分がありまして、なるべく大義のあることをやろうということで、

やっております。したがいまして、地域おこしも大事な目的の１つにしております。 

 １枚めくっていただきまして、もう一つのワクドキクラブの活動でありますが、お得意

様向けイベントということで、車を買っていただいたお客様に楽しんでいただけるような

コンテンツを提供しております。 

 アウトドアで、車にかかわるような外の楽しみをいっぱい集めまして、１泊２日でやる

ようなこともやっておりますし、インドアキッズフェスと称して、子供たちが楽しい、キ

ッズエンジニアとか、ソープボックスカー工作とか、そういった楽しみをいっぱい集めて、

半日遊べるようなこともやっております。 

 なお、左側の大子グリンヴィラというのは、茨城県の大子町という過疎になっている町

でありますが、ここの地域おこしでやっておられるオートキャンプ場でありまして、ここ

を根城にして、地域おこしになればいいと思ってやっております。 

 ２－１、ワクドキクラブの組織というところで、組織が出ておりますが、御覧のように、

トヨタ、トヨペット、カローラ、ネッツ、トヨタ部品茨城共販の５チャンネルで、８社あ

りますが、組織を結成いたしまして、スタートいたしました。 

 母集団としては、右下の表にありますように、従業員3,300人ぐらいの規模の企業であり

ます。 
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 １枚めくっていただきまして、画面の下の５を御覧いただきたいのですが、２－２の組

織でありますが、組織はトヨタ販売店の各社の社長に理事になっていただき、幹部の方に

それぞれ役を持ってやっていただいています。 

 なお、トヨタ部品茨城共販から、専任事務局４人を出しております。 

 その下に、３、トヨタの思いということで、画面番号６番のページがございます。ここ

で、なぜこういうことを始めたのかということを御説明いたしたいと思います。 

 御承知の方もいらっしゃると思いますが、私たちトヨタの社会的使命というのは、車を

通じて、人々に幸せになってもらうということであります。大正12年の関東大震災のとき

に、復旧でトラックが活躍するのを見て、豊田家の人々は、何とか日本でも車をつくって、

みんなに喜んでもらいたい、ここからスタートしたのがトヨタでございます。 

 日本と地域について、どう考えるかということでありますが、トヨタ自動車そのものは、

おかげさまでグローバル企業となりましたけれども、今でも日本は大切な母国であります。

また、よい車をつくるというだけではなくて、地域との調和ですとか、雇用ですとか、多

面的な取り組みを続けております。 

 一方、車を売るトヨタの販売店でありますが、御承知でない方もいらっしゃると思いま

すけれども、全国に車両販売店が280社ありますが、そのほとんどは地場企業であります。

地場の資本家の方にお任せして、経営をしていただいているということでありますので、

まさしく販売店の方から見ると、地域そのものが自分の事業とイコールだと思っておりま

すし、実際、今、乗用車で４割以上のシェアをいただいておりますので、これだけ御ひい

きにしていただいておりますと、地域が元気であること自体が、自分たちの社業と直接つ

ながっているということを実感していますので、上に書いてありますように、地域とイコ

ールの存在ですとか、地域の元気が自分たちの原動力であるという認識をしております。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。画面番号７番、４、茨城ワクドキクラブ設

立の背景であります。これは簡単にお話をさせていただきます。車社会は成熟してきまし

たけれども、車をもっと身近に感じてもらうという活動は、我々としては、必要だと思っ

ておりますし、それを通じて、地域の企業として、地域が活性化している。 

 それから、従業員も地域なものですから、従業員の人にまず楽しんでやってもらうとい

うことも、大変大事だと思っております。 

 具体的な婚活の中身でありますが、ワクドキPARTYと称して、２回パーティーをやったと

いうことであります。画面番号８番の５、茨城ワクドキクラブの婚活とはということであ

りますが、これは福島県の羽鳥湖の高原で、ドライブをして、１泊で、みんなでパーティ

ーをする。もちろん告白タイムもつくっています。カップルができるといいと思ってやっ

ております。 

 次のページでございますが、第２回のワクドキクラブの婚活は、車にこだわって、女の

子も男の子もカートでレースをして、その後、ホテルへ行って着がえて、おしゃれなパー

ティーをしようということをさせていただいております。 
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 その下、画面番号10番、ワクドキPARTYの特徴というところで書いておりますのは、男性

はトヨタの販売店の従業員であります。そして、いばらき出会いサポートセンターの皆様

方の御協力を得て、女性のメンバーを集めていただいてやっております。 

 カップルの誕生数は、第１回が７組、第２回が４組であります。できてよかったと思っ

ております。 

 次のページでございますが、画面ナンバー 11、６、インフォーマル活動の有効性という

ことであります。考察をさせていただきますが、こういったインフォーマル活動は、どう

いうところが有効なのだろうかということであります。従業員の自主性を尊重しながら、

人生を豊かにする活動を会社が支援していくというところが、いいのではないかと思って

おります。 

 参考の事例を１つおつけしております。画面番号12番、トヨタ自動車女子バスケットボ

ール、アンテロープスの応援でありますが、トヨタ自動車には幾つもチームがありますが、

女子もバスケットを頑張っておりまして、日本リーグで勝ちたいと思っているのですけれ

ども、茨城県では日立さんが強いので、アンテロープスが来ると、アウェイなのです。ア

ウェイなのだけれども、ちょっと応援しようということで、ワクドキクラブの組織を使っ

て動員をかけたら、過去最高のアウェイ動員になりました。御覧の写真のように、ゲーム

も大変白熱して、楽しかったです。 

 うれしかったのは、その次であります。次をめくっていただきまして、画面番号13、参

考事例１なのですけれども、試合は去年の11月にあったのですが、ことしの５月、オフに

なってから、応援に感動した選手５人が、茨城県まで戻ってきて、お返しにバスケット教

室を開いてくれたということであります。これは小中学生の人にとって大変うれしくて、

ワクドキクラブの組織の人たちが、初めて地元の小中学生を動員して、小中学生の方に喜

んでもらえるようなリターンができたということで、大変うれしかったと、みんな言って

おりました。 

 画面番号14で書いておりますが、インフォーマル組織だからこそ、思い切って旗が振れ

るのではないかと思っております。 

 さて、次に今後の展開であります。画面番号15、７、今後の展開でありますが、ワクド

キの婚活は、もっと開催頻度を上げていきたいと思っております。いばらき出会いサポー

トセンターの方とも、よくそういう話をさせていただいておりますが、やる上では、でき

るだけ地元の施設を活用して、地域おこしにもつなげたいと思っております。 

 もう一つは、若年層への働きかけの強化をもっとしていきたい。各社の新入社員が、自

分のライフプランを考えることを推奨するような活動というのは、これから各所に働きか

けていきたいと思っております。 

 最後のページになりますが、トヨタの取り組みについて、参考までに挙げておりますの

で、御覧いただきたいと思います。トヨタは、以前から、女性が活躍できる職場と子育て

支援を一生懸命推進してまいりました。 
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 これは私の会社、トヨタ部品茨城共販の場合でありますが、長期経営方針で、女性社員

の比率の引き上げを推進しておりまして、今、10％しか女性はいないのですけれども、頑

張って、15年後は30％までもっていきたいと思っておりますし、昨年は、トヨタ部品茨城

共販という販売会社で、初の女性管理職も登用いたしましたし、３人目の子供さんが生ま

れたら、お祝い金100万円をお出しします。第一子10万円、第二子 30万円、第三子以降は100

万円ずつ、応援するということもやっております。 

 いずれにしましても、一番最後のページに書いてございますように、夢・楽しさ発見、

人の輪づくりをキーワードに、感動を探す旅に行こうということで、頑張っております。 

 もう一枚だけ、内閣府から御依頼がございまして、若い人たちの本音を聞いてくれませ

んかというお話がありまして、余り時間がなかったものですから、サンプル数も少なくて、

インタビューの数も少ないのですけれども、一応事実でありますので、御説明をさせてい

ただきます。 

 １枚目の調査概要でありますが、急ぎましたので、今月やらせてもらいました。ワクド

キPARTYに参加した九十数名の中から、17名、インタビューに応じてくれた人ということで、

お話を聞きました。 

 目的は、御覧のとおりです。 

 なお、グループインタビューは、男女別々に２組ずつに分けましたので、４組に分けて

やらせていただきました。 

 アンケートをいただくのと、１時間ぐらい、４～５人でインタビューをしております。

これは私が直接全部やっております。 

 その下のアンケートの調査結果でありますが、性・年齢は御覧のとおりで、24～25歳を

中心とした男女であります。 

 サンプルとして、日本の若者の平均値をあらわしているかどうか、ちょっと不安ですけ

れども、少なくとも、私たちの周りの若者の平均的な意見を聞いたつもりであります。 

 結婚への希望でありますが、ほぼ全員が結婚を望んでいます。 

 ライフスタイルも、趣味がいろいろあって、人と会うのも大好きという人が多いです。 

 周囲の環境ですけれども、友人の３分の１から半分ぐらいが、結婚をし始めておられる

そうです。ただ、親とか、職場では、結婚をしたほうがいいのではないかとは、勧められ

ていないということであります。 

 職場の環境ですけれども、男性ばかりか、女性ばかりか、どちらかの職場の人が大変多

い。それから、結婚を補助する仕組みはあるという認識をされております。ただ、休みは

ほとんどの人がとれるのですけれども、一部、余りとれない人もいらっしゃいました。 

 婚活の実態ですが、婚活をしていると答えられた人は、 17人のうちの５人で、しかも、

婚活の方法は合コンだけでありまして、割とバラエティーがないという感じであります。 

 次のページは、グループインタビューで、突っ込んで話を聞いてまとめたものでありま

すが、結婚したいですかということについては、結婚したいと、皆さんおっしゃっていま
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す。女性８人のうち２人、バツイチの方がいらっしゃいましたが、その方たちも、慎重に

構えつつも、結婚したいとおっしゃっています。 

 周囲から勧められますかということでいうと、女性の半分は、親から勧められています

が、それ以外の方はない。 

 最近は、結婚について、余り焦ってない人も多いですという話で、妊娠されているのに、

挙式も入籍もされていないケースもあって、随分いろんなことが起こっていると、聞いて

わかりました。 

 （３）結婚したいと思っているのに、活動が少ないのはなぜですかとお聞きしたら、ほ

ぼ全員の方が、身元がしっかりして、本当のことを言ってくれる人が第一条件なので、ネ

ットは怖いとおっしゃっていました。 

 （４）職場環境はどうかということでありますが、産休、育休の制度があって、みんな

とっていて、比較的とりやすい、会社が邪魔しているとは思っていない。ただ、男性ばか

り、女性ばかりの職場が多くて、出会いが少ないとおっしゃっていました。 

 どうしてほしいのですかということでいうと、合コンを組織的、恒常的にやってくださ

いと、全員がおっしゃっておられまして、特に女性はある程度年がいっても、企業がやっ

ていれば、きょう、行かなければといって行けるから、やってほしいということでありま

した。 

 一番最後、４番目の所感でありますが、素直に若い人の要望に沿って、私どもができる

出会いの場創出の仕組みづくりを考えていきたいと思います。場をつくるというより、仕

組みを考えていかないと、続かないと思っています。 

 （イ）（ロ）（ハ）と所感を書いておりますが、（イ）で書いておりますように、基本

的には働き方改革や女性活躍の環境整備が大切だと思っておりますので、私どもとしては、

そこを一生懸命やっていきたいと思っておりますが、ただ、今回のように、若い人の話を

聞くと、何か手伝わなければいかぬと思っております。ですから（ハ）のように、皆さん

がやりたいと思っている合コンをちょっとずつやっていくということを、考えていきたい

と思っております。 

 以上でございます。御清聴ありがとうございました。 

○佐藤座長 グループ会社が連携して、従業員向けのイベントやお客様、あるいは地域貢

献につながるような活動をやられて、その中で、婚活をやっておられるということでした。  

 質問は後で伺うようにしますが、今、ちょうど、石原副大臣がお見えですので、御挨拶

をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○石原副大臣 皆様、こんにちは。 

 佐藤座長を初め、皆様には、大変お忙しい中、お集まりをいただき、心から感謝を申し

上げます。 

 第１回、第２回の検討会においては、委員の皆様から貴重なお話を伺い、皆様には非常

に活発に御議論をいただいたと聞いております。感謝を申し上げます。 
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 希望出生率1.8の実現に向けて、結婚後、希望がかなえられるような環境づくりも、大変

重要な要素であると認識をしているところであります。そのためには、企業・団体等も含

めて、社会全体で結婚を希望する方々や、新婚世帯を応援していくという企業を考えてい

く必要もあると思います。 

 本日は、遠方からお越しいただき、お話を伺うと聞いております。既に御説明をいただ

いておりますが、トヨタ部品茨城共販株式会社の駒月社長、愛媛県法人会連合会の岩丸事

務局長と能智様からはそれぞれの団体による取り組み、また、秋田県の檜山副主幹からは、

秋田県による企業の従業員に対するライフデザイン支援の取り組み、別府大学の佐藤教授

からは、大学におけるライフデザイン教育の取り組みをお話いただけると聞いております。

そのようなお話を踏まえて、さらに議論を深めていただければと思っております。 

 委員の皆様や発表をいただく皆様には、忌憚のない御意見を賜りたく、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。 

 石原副大臣は、公務のため、17時ごろ退席ということですが、それまでは、お話を伺っ

ていただけると思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、先ほどの駒月様の御説明について、質問を伺えればと思います。 

 確認で、ワクドキPARTYに参加した女性の方は、いばらき出会いサポートセンターの会員

ということですか。 

○駒月氏 そうです。 

○佐藤座長 いばらき出会いサポートセンターについて、御説明いただけますか。 

○駒月氏 幡谷浩史さんという方が、茨城県トヨタの会長をやっておられるのですけれど

も、この方が、いばらき出会いサポートセンターと大好きいばらき県民会議の理事長をや

っておられまして、もともと大変好意にされている。今回、茨城ワクドキクラブを立ち上

げるに当たって、そういった地域おこしのNPO法人やいばらき出会いサポートセンターとは、

提携して進めようということで、最初からサポーターになっていただいていますので、自

然にそういう形になりました。 

○佐藤座長 これはどういう性格なのですか。県などがつくっているのですか。 

○駒月氏 茨城県です。 

○佐藤座長 県の組織なのですね。 

○駒月氏 県のものです。 

○佐藤座長 そういうことのようです。 

 それでは、御質問があれば、手を挙げていただきたいと思います。いいですか。 

 後で質問が出ると思いますので、後でまとめて伺うようにしたいと思います。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、続きまして、愛媛県法人会連合会の岩丸様と、えひめ結婚支援センターの能

智様から御説明いただければと思います。 
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○能智氏 えひめ結婚支援センターの能智と申します。 

 本日は、事務局長の岩丸とともに、お話させていただきます。 

 限られたお時間なので、シナリオを見ながら、お話させていただきます。 

 資料ですけれども、資料４になりますので、お手元を御覧いただけたらと思います。 

 １ページめくっていただきまして、当会の説明につきましては、お時間の都合で割愛さ

せていただきますが、社会貢献事業として、さまざまな角度から、少子化に取り組んでお

ります。 

 また、本日、御紹介する、えひめ結婚支援センターは、愛媛県から委託を受け、県の事

業として、平成20年度から実施しております。 

 もう一枚めくっていただきまして、４ページのところを御覧ください。当センターの事

業の特徴ですが、23年度からシステムをクラウド化し、データ活用したことで、愛媛方式

として、全国から相次いで視察に来ていただいております。 

 特に御紹介したいのは、ボランティアさんによる交際フォローです。カップリングをし

ても、２カ月後、順調に交際されているのは、およそ２割です。別れを経験された８割の

方に、その経験を無駄にせず、次につなげていただく後押しを行っていただいているのが、

ボランティアさんです。たとえそのときはうまくいかなくても、恋は人を育てると思いま

す。 

 独身者みずからの成長を促す結婚支援を目指し、失敗から成功につながるヒントを得て

もらいたい、自分で気づいてもらう形を目指して、えひめ結婚支援センターはやっており

ます。 

 注目を浴びておりますのが、愛結びのビッグデータのシステムになります。愛結びです

けれども、行政の事業として、安価でかつ多くの方に御利用いただくため、ICT化できると

ころは、全てICT化し、人の温かみを集中させています。ボランティアさんは、無限にいら

っしゃるわけではございません。ですので、カップリングした最も成功に近い方、そこに

経験の豊かなボランティアさんを集めているような形になっております。なので、フォロ

ーを受けられない方、カップリングできない方は、どうしたらいいのかということになり

ますので、そこで出てまいりましたのが、ビッグデータになります。 

 資料をめくっていただいて、６ページを御覧ください。ビッグデータなのですけれども、

最新のデータで、好みの似ているグループを割り出し、同じ好みの同性が選んだ異性のグ

ループを抽出します。簡単に言うと、ネットショップなどでよく利用されているリコメン

ドです。あなたと同じ商品を買った人は、ほかにもこんな商品を見ていますというものが

よくあるのですけれども、ただ、婚活は商品ではございません。お相手は人になります。

ですので、リコメンドの２乗、相手と自分のリコメンドが重なる部分、ここを表示するよ

うにしております。自分が行動すればするほど、精度が上がる仕組みなので、みずから行

動する動機づけとなり、視野を広げ、気づきを与えるという形になります。 

 そして、その効果ですけれども、お時間の都合で７ページのとおりという形で、見てい
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ただけたらと思います。 

 めくっていただいて、８ページになります。このシステムは、現在、全国に広がりを見

せておりまして、愛媛県のほかにも、12県に取り入れていただいております。先々におい

ては、同じ形式のデータが蓄積されていることで、全国比較でき、地域の特性などを把握

できる、可能性としてあるのではないかということでございます。 

 次に企業・大学と連携して行った試みについて、少し御紹介させていただきます。 

 婚活メンター事業です。企業に婚活支援担当者を置いていただくもので、婚活支援の問

題点を、当センターを利用してクリアしていただこうという活動です。当センターからは、

社内ライフデザインセミナーや企業間交流会の実施、協賛企業専用システムの支援などを

行いました。 

 事業の結果ということで、協力いただいた企業なので、当然経営者の方々の意識は高い

のですが、当の従業員は興味がない、わからない、周囲に知られたくないといった消極的

な反応も見られました。 

 12ページをめくっていただけたらと思います。そこで、婚活メンターの方にお集まりい

ただき、専門家のセミナーを受けていただくとともに、周知活動について、グループワー

クを行いました。 

 詳細はまたお読みいただくとして、Ｃグループの一番下になります。未婚・既婚問わず、

全体向けの案内方法を見つけるということで、お手元にあります、まとまった資料になる

のですが、今と書かせていただいている資料、こちらのパンフレットが、このワークを通

じて、皆さんでつくらせていただいたものという形になります。 

 見にくいパンフレットなのですが、１枚あけていただきましたら、緑色の黒板の部分が

出てくると思います。ちょうど14ページと同じものになりますが、メリットについては、

ここをお読みいただけたらと思うのですが、既婚者や結婚を希望しない社員の方にもお読

みいただくパンフレットということで、婚活への理解を深めていただく、また、同時に、

独身者自身が読んだときに、経営者がいかに真剣に支援しているのかを伝えたいというこ

とで、こういったことを入れてございます。 

 16ページに書かせていただいていますシステムも、所属企業IDの運用という形で、企業

担当者の負担が少なく実施できるように、現在、取り組んでいる事業、IDのシステム化の

説明となります。 

 どんどん話しますが、もう一つは、17ページになります。産学官連携の取り組みとして

の事例も御紹介したいと思います。愛媛大学教育学部の河村准教授の協力を得て行った集

中講義です。この講義の特徴は、えひめ結婚支援センターで蓄積されたデータ、もちろん

模擬データに加工したものですが、それを学生自身が分析することで、婚活のマイナス要

因を見つけ、どのように対策すればよいかを考えるものです。婚活のデータ、たまってい

くデータは、マイナスデータが多いので、そういった分析になるのですが、何をしてうま

くいかないのかということを、見つけていただくような事業となりました。 
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 18ページを御覧ください。この事業は、参考資料１ということで、後で見ていただいた

らという形で、全く別につけさせていただいているのですが、定員を上回る応募で、学生

さんの反応は大変良好でした。御理解いただきたいことも、十分に御理解いただけてよか

ったということです。 

 続いて、企業内定者向けのセミナーを行おうということで、企業の協力を得て、参考資

料２、参考資料３のようなものを作成しました。どういったものかといいますと、内定者

に向けて案内を送って、かつ大学４回生のうちにセミナーを受けてもらおうというものだ

ったのですが、失敗しました。参加者不足で中止となりました。原因ですが、企業の経営

者の方々には、法人会の部会で趣旨を説明できたのですが、現場の担当者には十分に説明

できませんでした。採用時期ということで、現場の皆さんが忙しかったということです。

婚活メンターのように、婚活への理解がなければ、どんな企画もうまくいかないというこ

とを、このときにすごく実感いたしました。 

 続いて、企業・団体を通じての働きかけということで、 20ページを見ていただけたらと

思います。当たり前ですが、企業はメリットがなければ動きません。人材不足と時代の流

れで、今後は女性の産休、育休は当たり前で、男性も長期育休をとる時代がやってくると

思います。 

 それでは、いつ休むのか。40代と20代では、産休をとる経費が変わってくると思います。

個人の自由なので、もちろんいつ産休をとっていただいても大丈夫なのですけれども、も

し早目にライフデザイン等を考える機会が与えられれば、何となく晩婚ということは、防

げるのではないだろうかと思います。 

 21ページになりますが、独身で、今、仕事が楽しいからというお話は、よく聞くのです

けれども、５年後、その方はまだ仕事が楽しいはずです。今、楽しい仕事は、５年たって

も楽しい。私は現場で個別相談をしているのですけれども、５年早く始めていればと、男

女ともから、何度もつらい言葉を聞いております。 

 時間は戻せません。晩婚で育児と介護が重なるダブルケアの上に、さらに仕事が重なる、

共働き夫婦にとってとてもつらい、大変なことが起きてきます。それにこれは今の自分た

ちのことだけでなく、次の世代にも問題となります。自分の晩婚化が次の世代まで影響す

るということを、今の方は余り考えられていないようです。 

 22ページになります。結婚する、しない、子供を産む、産まない、望む、望まない、も

ちろん個人の問題です。何人子供を産むのかも、個人の問題なのですが、あえて単純化し

て、20歳と40歳の場合を比べてみました。当然人口は２倍になります。４世代と２世代と

いうことで、はっきり分かれてくることになるわけです。 

 23ページですが、企業・団体が行うべき取り組みとして、企業経営者に向けた啓発活動

を行っていただきたい。総会や会報などを利用すること、意図しない経営者にもアプロー

チできます。担当者レベルのできないも収集し、対応を一緒に考えることも可能です。 

 また、より現実的な立場の人への機会の提供ということで、誰もが参加できるような、
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仕事に負担をかけないような方法で、例えば既存のセミナーのプレゼン演習に婚活の内容

を使ってみるとか、そういったことでも大丈夫だと思います。 

 婚活を行いたいと考える人に、婚活を行える環境の整備ということで、当センターのイ

ベントカップリング率は27％です。73％の人は、繰り返し活動することが必要です。一定

期間、周りが理解し、婚活に時間を割けるように、また、その結果が本人の負担とならな

いように、失敗してもいいのではないかという形で、受け入れてもらえるような配慮が必

要で、利便性がよく、再チャレンジできる環境が必要だと思います。 

 私は、前段で、以上のことを踏まえまして、事務局長の岩丸より、企業の取り組み等に

ついて、お話いただきます。 

○岩丸氏 能智は、えひめ結婚支援センターの現場でやっている職員なのですけれども、

私は法人会という企業団体の事務局長ですから、趣旨は若干違います。そういう観点で、

企業団体の事務局という形で、聞いていただけたらと思います。 

 24ページの「なぜ、企業が婚活支援？」と、25ページの「法人会が始めた理由」は、各

マスコミとか、全国組織の方々から随分言われました。８年前に私どもが愛媛県から受託

したのですけれども、私どもは全国で21県目でございました。決して早くない。しかし、

先輩県はほとんど福祉団体が受託しておりまして、私どものような企業団体が受けたのは、

初めてでございます。 

 なぜ受けたのかと、よく言われます。それは理由がありまして、10年前に私どもの青年

部会、40歳前後なのですけれども、会議所さんの青年部とか、JCとか、そういう方々もい

るのですが、私どもはそもそも税金の団体なので、将来の税金の使われ方で、一番重要な

案件は何ですかという質問をしました。何と彼らは、少子化対策が一番だと言いました。

なぜ若い経営者とか、幹部の方々が、そういう思いになったのか、本当ですかと聞いたの

ですが、彼らは、10年前ですけれども、年金の問題で、そもそも自分たちが高齢者になっ

たときに、自分たちを支える人数がどんどん減ってきたら、すごく不安だということを言

われました。 

 そういうことなのですけれども、私どもの役員会を開いたときに、ほとんどの役員は反

対でした。企業がなぜそういう個人的なことをするのかということだったのですけれども、

私どもの会長は、ちょうど第一地銀、伊予銀行の頭取でございましたので、伊予銀行が20

年先の経営ビジョンを計画したときに、人口減少は自分たちの企業にも大きく影響する、

存続すら危うくなるのではないかということでございましたので、これは企業の問題でも

あるということを言われましたので、そういうふうにしました。今、私どもの役員会を開

くと、90％賛成です。なぜかというと、労働力不足、人材不足が顕著に現実のものになっ

たから、これは自分たちの問題だという認識をいたしました。 

 次に26ページですけれども、具体的に私どもの団体が組織として取り組むものに、支部

組織というものがあります。法人会というのは、地域組織があります。例えば松山法人会

は、３市３町のエリアで、一番大きいものが松山市の52万都市、あとは、３万程度の市と
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町がございますけれども、３万人程度のところは、自治体１支部としていますが、松山市

のように、52万もいますと、３万人規模の中学校区に１つの支部を持っております。支部

の役員さん方に婚活事業を実施していただいております。これは県の事業というよりも、

松山市は、松山市の自治体の事業です。だから、市町村によって、取り組みの姿勢が若干

違うということでございます。 

 そういう形でやっておりますが、まず企業組織として実行するときに、実行委員会をつ

くりますけれども、一番の課題は、地域に基づいた事務局がないということです。もう一

つは、３市３町ですから、松山市以外に、それぞれの市町が婚活事業を独自にはやってい

るのですけれども、企業と連携してやっているところは、全くありませんので、基礎自治

体との連携が必要であるということです。温度差が余りにもあり過ぎるというのが、現実

でございます。市町の場合は、地元の商工会議所さんが、私どもの応援企業でイベントを

しているケースもございます。 

 27ページは、そういったイベントの案内状です。 

 28ページなのですけれども、婚活イベント運営側の真剣な気持ちです。これはトヨタさ

んがおっしゃったようなことでございます。企業の垣根を越えて、婚活をします。どちら

かというと、企業間の社内結婚みたいなイメージです。そもそも昔は、社内結婚が多かっ

たのですけれども、そういう大きな企業ではなくて、中小企業もグループになれば、１つ

の社内結婚になるというイメージでございます。 

 それと、実行委員会形式でやりますが、ここが非常に大きな課題です。具体的には、ま

ず各企業の男女の人数、独身者の人数がばらばらです。それを調整しなければいけません。

20歳の人と60歳の人を１つのイベントに入れても、うまくいくことはなく。二度と来ませ

んので、男女の人数の比の調整をする。企業は自分のところの参加者を優先させたいため

に、実行委員会ではすごく議論になるのですが、そこは県のえひめ結婚支援センターの機

能として、この年齢層でこうするということを決めると、それに従っていただくというメ

リットがございます。 

 次に30ページです。企業を巻き込んだ取り組みですけれども、先ほどから言っています

ように、企業は婚活色を全面に出すのは難しいです。１回したことがあるのですけれども、

独身者企業間交流会というものを開きます。婚活色を薄めています。というのは、中小企

業なので、独身者の方々は、企業の垣根を除いて、交流する機会なんかない。社長さんと

か、専務さんなどは、ライオンズとか、ロータリーとか、いろいろな会があって、横のつ

ながりがあるのですけれども、独身者は横のつながりがないので、企業のメリットにもな

るのではないかということで、参加していただいております。 

 ただ、参加者は、企業内では、ああいうところへ出るのかということで、恥ずかしいも

のですから、どちらかというと、経営者が独身の従業員さんにお願いする、ちょっと男性

が少ないのだけれども、行ってくれないかというお願いで、参加していただきます。従業

員さんも、まあ、行ってやろうかという、そういう動機づけが必要なので、そういう形で
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やっております。 

 次に31ページですけれども、これは協賛企業交流会でございますが、要するに、今、言

ったようなことです。Ａ社、Ｂ社、Ｃ社で実施するのですが、これには会議所さんであっ

たり、特に金融機関等にもお願いして、いろんな企業を巻き込んで実施するということを、

今後やっていきたい。ただし、婚活イベントというよりも、異業種交流会です。だから、

名刺交換会もあります。そういった意味合いでの実施をしております。 

 32ページ、33ページなのですけれども、来年度に向かって、どういう体制をとるかとい

うことでございますが、先ほど来言っておりますように、市町で温度差が大きいので、こ

れも県と連携した上で、ある程度のベースをつくりたいと思っております。 

 あと、企業・団体ですけれども、もちろん経済団体であったり、農業団体であったり、

農林水産団体であったり、労働団体、私どもは女性活躍推進ということで、県内の主要な

企業・団体が連携した協議会を持っていますので、そこへ婚活事業も少し入れて、いろん

な団体に当事者意識を持っていただく。そのコーディネートは、私どものえひめ結婚支援

センターが行います。 

 県下を巻き込んだネットワークは、今、言ったとおりでございます。 

 あと、私どもはイクメン事業もやっております。先ほど言ったように、イクメンとか、

子育てとか、いっぱいやっているのですけれども、イクメン事業のメンターのネットワー

クの協議会があって、20人ぐらい、イクメンの方がいらっしゃいます。25歳から35歳で、

子供さんが平均３人ぐらいいらっしゃる。ほとんど共働きです。その中で、今後どういう

事業をするかということを議論していただいたのですが、えひめ結婚支援センターで婚活

中の男性がいます。彼らと交流したらどうでしょうか。なぜか。自分たちみたいに、共働

きで、ハッピーで、子供が生まれて、イクメンをやっているのを見せたい。彼らは同年代

なので、そういうことを交流したいというお話がありました。これはいいことだという気

がしております。 

 あと、先ほどもありましたけれども、そもそも私どものビッグデータ、ICTを使うのは、

いかがなものかということだったのですが、うまくいっているので、新機能を追加するた

めに、今、専門家の方々で分析しております。ただ、いいデータというのは、余りありま

せん。結婚するのが早いですから、データが少ない。うまくいかないデータが相当ありま

す。うまくいかないデータをうまく生かすシステムができないか。何年も婚活をしていて、

１回もうまくいかない人たちが、挫折して、ここで終わってしまうのではなくて、再チャ

レンジしていただく、このためのツールを、今、考えて、いろいろやっています。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 一対一のビッグデータから、企業を巻き込んで、余り婚活を目的にせずに、広い企業間

の交流、かなり幅広い取り組みをしながら、カップルをつくっていく。その後もフォロー

するということです。 
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 御質問があれば、どなたからでもどうぞ。せっかくですから、どうぞ。 

○石原副大臣 私は元銀行員で、また、娘が就職して２年目なので気になっているのです

が、現在の年収や生涯年収というのは、今、若い方は気にしていないのでしょうか。ビッ

グデータの中に、年収などはあるのですか。 

○佐藤座長 一対一のマッチングのほうのデータだと思います。 

○能智氏 能智から回答させていただきます。 

 年収は、任意項目として用意しております。あくまでも任意なので、証明書等はとって

おります。 

 気にされるか、気にされないかは、気にされます。ですので、ビッグデータを使って、

自分の感覚と違うところからアプローチできないかということを、今、研究しているとこ

ろでございます。 

○石原副大臣 年収だけではなくて、生涯年収みたいなことまで気にしますか。 

○能智氏 生涯年収まで考えている方は、私どものデータではわからないし、聞くことも

余りないです。 

○佐藤座長 ほかに手を挙げた方はいらっしゃいますか。三輪委員、どうぞ。 

○三輪委員 東京大学の三輪でございます。 

 能智さんに質問があるのですが、同じくビッグデータなのですが、これはビッグデータ

と言いつつ、一般に言われるビッグデータと大きく性質が違うと思います。何かというと、

よく言われるビッグデータは、スマホにアクセスするとか、あるいは電子パネルを使うと

か、その瞬間にデータが蓄積されて、自然にデータがたまるようなものを言いますけれど

も、結婚支援センターのビッグデータは、男性、女性が意識的にアクセスしないと、集ま

らないデータではないかと思います。そうすると、恐らく初期は大変です。データが集ま

れば集まるほど、精度は高くなるし、あるいは好みに近いマッチングも可能になってくる

のですけれども、一番最初、立ち上げが大変だったと思うのですが、どれぐらいをかけて、

どれぐらいの人数が集まったときに、軌道に乗るのでしょうか。 

○能智氏 行動データを分析しているということで、国立情報学研究所の宇野教授にお世

話になっております。宇野教授から、規模は小さいけれども、ビッグデータと呼んでいい

と言われたので、呼んでいるのですけれども、３年間蓄積して、ログインなどのデータも

全部入れて、１年間に50万件ずつぐらいデータがたまっておりまして、150万件からスター

トということになっていますが、３年間のお見合いの件数、申し込みデータも入ってくる

のですが、私どもは月に100件ぐらい、お見合いをしている状態になっていますので、3,600

件のお見合いデータと、さらにそれ以外の申し込みデータが、その何倍も存在している形

になりますので、それぐらいのデータの蓄積が必要になってきます。 

○佐藤座長 どのぐらいデータがたまったときに、マッチング可能になってきたのか、そ

の辺はいかがですか。例えば５万人では足りないけれども、10万超えてから、やっとマッ

チングが出てくる、その辺はどうですか。 
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○能智氏 たまった状態からスタートしたのですけれども、お申し込みを受けないと、や

はりデータが上がりませんので、活動されてすぐの方は、ビッグデータは使えないという

ことになります。 

 申し込みを自分もしないとだめですし、相手からも受けないとだめということになりま

すので、その前提があるということが重要だと考えています。女性は自分から申し込みボ

タンを押しません。ですので、ビッグデータ自身も重要なのですけれども、ビッグデータ

につながると言われること、そのことが行動の後押しになる、背中を押してもらえるとい

う形になっていると思います。 

○岩丸氏 私どもが分析した結果、男性から申し込むよりも、女性から申し込むほうが、

見合い率が極めて高いのです。お見合いに至ると、半分が交際に移りますから、成功に近

くなる。そこがハードルだったのです。ただ、女性はなぜ押さないか。自分が押して、断

られたら嫌だということなので、ビッグデータを使うと、ビッグデータに言いわけが移る。

ビッグデータが出してくれたのだから、うまくいかなかったら、ビッグデータのせいだと

いう言いわけ効果が出てきて、そういう形です。 

○佐藤座長 男性にはこの人はどうですか、女性にはこの人はどうですかといって、両方

いいですと言ったときにマッチングする。やり方はそういうことですね。 

○能智氏 そうです。 

○岩丸氏 そういうことです。 

○佐藤座長 最初の声かけは、AIのほうから、この人を推薦というリコメンドではないの

ですか。 

○能智氏 最初は、自分で検索、並びかえをしていただくのです。 

○佐藤座長 最初は自分で選ぶわけですね。 

○能智氏 自分で選ぶようになっています。お勧め、紹介はないです。 

○佐藤座長 そうすると、ビッグデータを整理するというのは、よくわかりませんでした。  

○能智氏 ボタンを押す行動が、ビッグデータの分析につながりますということなので、

ボタンが押せるということです。心理的なものです。 

○佐藤座長 そういう意味ですね。わかりました。 

 ほかにはいかがですか。有田委員、どうぞ。 

○有田委員 ありがとうございます。 

 16ページに「協賛企業ご担当者」とあるのですが、どなたになるのですか。人事の方で

すか。 

 もう一点、23ページの上から４行目に「パワハラ・セクハラとならない配慮」とありま

すけれども、具体的にはどんな配慮をされているのか、教えていただけますか。 

○能智氏 婚活メンターの方々は、人事の方が多いですけれども、そうではない方もいら

っしゃって、中小の場合は、係長などが出てきたり、そういった形になっています。割と

既婚の方が多かったです。よろしいでしょうか。 
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○有田委員 その方は、データ的には、エントリーした方の行動を全部トレースできるよ

うな状況になっているのですか。 

○能智氏 データ的には、行動は見られません。どのイベントに申し込んだかは、確認で

きるのですけれども、結果については、お返ししないような形のシステムになっておりま

す。その方が申し込む際に、当社の社員だという認証が必ず必要になります。それから、

どれくらいの参加者が自分の企業から出ましたかということを気にされますので、してい

ますが、カップリングしたか、しなかったかは、返さない形にしています。 

○岩丸氏 パワハラ・セクハラなのですけれども、具体的なことについては、人事の方々

が考えるのですが、最初こういったA4大のチラシを独身者に配ってくださいといった場合、

すごい抵抗感を示されて、それがセクハラになるのではないかというので、企業の担当者

が提案してくれたのは、名刺大のチラシです。例えば食堂の横とか、そういうところへ置

いておけば、興味がある従業員が自然にとって、ポケットに入れるのではないかというこ

とで、いろんな企業さんからのアイデアをいただきまして、今、いろいろ実施しておりま

す。 

○佐藤座長 例えば従業員が自分でとるようなやり方にしたらとか、そういうアドバイス

をするということですね。 

○岩丸氏 そういうことです。 

○佐藤座長 後ろにまだお二方いますが、もし何かあれば、お願いします。どうぞ。 

○山本委員 恋愛が成長を促すというのは、私もすごく共感できます。私は若者の感覚の

ところを聞きたいのですけれども、交際のフォローのところで、ボランティアの方が入ら

れているということで、パンフレットも拝見させていただいているのですが、フォローに

入っていただくボランティアの方たちというのは、お幾つぐらいの方で、いわゆるどんな

人というか、どういう方が選ばれるのかということと、カップルが成立した方たちは、フ

ォロー、後追いされるのは嫌ではないかとか、そういうところが気になるのですけれども、

そこら辺を聞かせてください。 

○能智氏 ボランティアの年齢は、男女も混ざっていますし、さまざまです。高齢の方は

70歳ぐらいの方から、若い方であれば、うちで成婚されて、お返しにといってボランティ

アをしていただいている方も含まれております。 

 どんな人ということでは、今、申し上げたような方々で、社会貢献にということで、し

ていただいている方々という形になります。 

 フォローなのですけれども、非常に気をつけているところがございまして、愛媛の若者

は非常に純粋で、すごく真っ直ぐで、ちょっとしたアドバイスを物すごく受け入れます。

白いカッターがいいと言ったら、みんな白いカッターという感じの勢いなのですが、ただ、

依存され過ぎないように気をつけてくださいと、ボランティアの方にはお願いしています。

自分で判断できるように、導くようなフォローをお願いしますということで、やはり気が

優しい方が多いので、どうしても頼ってしまうところがあったり、割と素直に聞かれると
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いうことです。ですから、そこは十分に注意してやっているところになります。 

○山本委員 そういったところだと、カップルが成立された方というのは、比較的フォロ

ーというのは、嫌がらないというか、それは当たり前のものとして、受け入れているとい

うことですか。 

○能智氏 嫌がる方も中にはいらっしゃるので、両タイプがありますが、幸せな方は、私

は幸せですと返ってきますし、落ち込んだ方は、慰めてほしいオーラが物すごく出ますの

で、そういった意味では、割と素直に聞かれていると思います。 

○岩丸氏 だめになった方をうまくフォローするのが、逆に重要なのです。うまくいく人

は、ハッピーなのですけれども、落ち込んでいると、やはり自分で抱え込んでしまいます

から、そこら辺で、第三者のボランティアさんがちょっとアドバイスをする。それによっ

て、もう一回、元気を取り戻してやろう、そういうことが重要だと思っています。 

○佐藤座長 １回だけでうまくいくわけではないですから、何度もということですね。 

 まだお二方ありますので、後でまとめて議論するようにさせていただければと思います。 

 続きまして、秋田県の檜山様から御説明いただければと思います。 

○檜山氏 秋田県人口問題対策課の檜山と申します。 

 本日は、本検討会での説明の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 秋田県からは、県の事業を中心にしながら、あきた結婚支援センターの一部事業、いず

れも企業・団体を巻き込んだ事業ということで、御説明させていただきたいと思います。 

 資料５になりまして、１枚めくっていただきたいと思います。県の事業であります、企

業における独身従業員ライフプラン支援事業について、説明させていただきます。 

 事業概要にも記載させていただいておりますけれども、この事業は、企業における結婚

支援を促進するために、企業に直接講師を派遣して、企業の独身従業員のコミュニケーシ

ョンスキルの向上やライフプラン等について学んでいただこうという、結婚に向けた前向

きな意識の醸成と、結婚を後押しする企業の拡大、輪を広げていき、県民全体の結婚に対

する前向きな機運の醸成を図るための事業になります。 

 地域と実情と課題について書いてございますけれども、事業実施、課題の背景にあるも

のとして、記載はしてございませんが、当県におきましては、平成21年度、平成27年度に、

県民の独身者に対する意識調査を実施しておりまして、その結果から、結婚したいとする

回答は８割ということで高いのですが、その一方で、現在、独身でいる理由につきまして

は、結婚したいと思う異性とめぐり会わない、いわゆる良縁の機会が少ないという方が約

５割と、一番高い数字になっております。次に結婚資金の不足や所得面での不安、さらに

は異性とうまくつき合えないといった回答が多くあったところでありました。 

 出会いの機会が少ないという部分での対応につきましては、あきた結婚支援センターに

よります、さまざまな出会いの機会を提供させていただくとともに、資金面、所得面での

独身者の漠然とした不安を明確化して、取り除いてあげること、そして、異性とうまくつ

き合えない人には、コミュニケーション力の向上や、自分に自信を持ってもらうきっかけ
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をつくってあげることが必要と考えまして、本事業を実施することといたしたところでご

ざいます。受講によって、結婚に向けての前向きな機運の醸成、結婚に向けて一歩踏み出

していただきたいということが、狙いでございます。 

 なぜ企業を巻き込んだのかということでございますが、地域の実情と課題のところに整

理しておりますが、簡単にいいますと、平成 26年度に個人に参加を募る形で実施させてい

ただいたということでございまして、そうしたところ、こういった結婚などをテーマにし

た講座というのは、秋田県の男性は奥手の方も多いということもございますが、独身者に

も気恥ずかしさがあって、人集めには難儀したといった背景がございます。 

 また、企業・団体についての調査といいますか、聞き取りによりますと、企業・団体の

全てとは言いませんけれども、独身でいる従業員の未婚、晩婚化に対して、何かしら支援

しなければいけないという意識のある企業・団体さんも、多くあるということから、若者

の意識と企業のニーズをマッチさせて、企業と連携して、より効果的に、独身者に対して

働きかけるため、平成27年度から企業を巻き込んだ取り組みということで、実施してござ

いますし、後ほどお話しますけれども、企業回り等もしながら、企業・団体の意識醸成も

含めて、行っておるということでございます。 

 １枚目の事業の成果でございますけれども、平成27年度、講座の回数は24回でございま

す。講座の内容につきましては、後ほど２ページで触れさせていただきたいと思いますけ

れども、それ以外にも、事業成果の広報などがございます。事業成果の広報につきまして

は、番組のダイジェスト版を編集してございますので、後で見ていただくということにさ

せていただきたいと思います。 

 こういったことで、企業を回って、企業の意識の変化を感じ取ることができた。例えば

今年度は開催できなくても、来年度は開催したい。今年度は前向きな意識がなくても、２

回目に回ったときに、少し意識が変わってきている。それは事業の実績をお示しした上で

というお話にはなるのですけれども、そういったことで、平成28年度の当初計画、これは、

現在、一般財源で行ってございますが、計画上24回だったものが、すぐにいっぱいなりま

して、30回の予算をいただこうとしているところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、企業への講座開催支援の反応ということで、独身従業員

サポート推進員というものを、この事業向けに１人、県として雇用いたしまして、各企業

を訪問しているということで、平成27年度は、訪問企業数が217社ということで、企業規模

101人以上の企業に個別訪問をさせていただきました。 

 講座の内容につきましては、記載の４講座ということで、コミュニケーションスキル、

ライフプラン、男前ブラッシュアップ、女子力ブラッシュアップといった講座でございま

すけれども、開催に関する企業の意向としては、前向きな企業の方が35％、消極的が44％

ということで、どちらかというと、消極的な企業さんが多いということでございます。 

 一部の会社の声でございますが、社員のプライベートな部分には、ハラスメントの問題

も含んでおり、踏み込みづらいという考え方がある。これもたしかでございますし、そも
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そもこの事業に取り組む余裕がないという声もあります。シフト制の問題、仕事が忙し過

ぎるとか、国や県が進めるほかの事業の整備で精いっぱいだとか、そういった声はいろい

ろございますけれども、そういった反応でございます。 

 講座の概要についてでありますけれども、４つです。 

 コミュニケーションスキルアップ講座につきましては、アサーティブコミュニケーショ

ンとリフレーミングなどをグループ形式で学習する講座です。 

 ライフプラン講座につきましては、記載のとおり、今をどのように考え、何をするべき

かということを考え、将来に向けて、一歩踏み出すきっかけとするためのライフプラン講

座でございます。 

 先ほどの若者の意識調査の中でも、ちょっと分析させていただいたところでありますけ

れども、異性とつき合う自信がないといった、自分に自信が持てない方たち向けには、自

信をつけていただく、自信につながるように、男前ブラッシュアップや女子力ブラッシュ

アップ講座なども、実施させていただいておるということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、受講者の感想であります。 

 コミュニケーションスキルアップ講座につきましては、○の２つ目、自分は自分の意思

を伝えることなど、最初から諦めていましたが、これからはもっと相手を知り、もっと自

分を知ってもらうコミュニケーションを心がけたいという、意識の変容がありました。 

 ライフプラン講座につきましては、実際、結婚、出産、子育てにかかるお金が大きいと

いうことには、驚いたのだけれども、計画的な貯蓄や身内の協力、補助金に対する正しい

知識があれば、乗り越えられることを知り、安心しましたといったような、漠然とした不

安の解消ができたと思います。 

 ブラッシュアップ講座につきましては、記載のとおり、苦手だった初対面の会話はもち

ろん、仕事も女性との出会いも、これからもっといいものにしていきたいという、前向き

な意識も見られたということであります。 

 １枚めくっていただきまして、受講アンケート結果でございます。全受講者は603名にな

ってございまして、年代につきましては、記載のとおり、 20代、30代の方がほとんどとい

うことになります。 

 受講後の反応としては、理解度、満足度、新たな発見ということで、ともに前向きな回

答が90％を超える割合になってございます。 

 事業成果の広報については、テレビ、情報誌・レポート等があるのですけれども、本日

は番組のダイジェスト版を持ってまいりました。これは個人的に編集したもので、すごく

見づらいと思うのですけれども、御覧いただければと思います。（動画が流れる）。あと

は、受講者の感想などが入っていますが、これは資料に記載させていただいております。 

 そういった形で、受講の様子を県民の方あるいは企業の方に見ていただくことによって、

企業と県全体が結婚に向けて、前向きな意識の醸成を図られるようなイメージで、放送を

させていただいているということでございます。 
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 １枚めくっていただきまして、⑥企業の意識啓発ということで、講座を企画・開催した

企業経営者の声ということで、従業員の新しい一面を発見したという声、普段は無口な従

業員の新しい面も発揮をし、これからの変化が楽しみですといった、これはコミュニケー

ションスキル講座を実施していただいた、経営者の方からの声でありますし、変化への手

応えということで、回を重ねるごとに、受講者の方の変容が、経営者としても見てとれる

部分があるということです。これもコミュニケーションスキルアップ講座の受講です。 

 社員の幸せが会社の未来を開くということで、こういった社風がある企業の方も、中に

はいらっしゃって、こういった事業を通じて、背中を押していただけると思っております

し、個々の意識にも変化があるということで、これは女子力ブラッシュアップを企画・開

催した経営者の方なのですけれども、これをきっかけに自分の自信につながって、みずか

ら交流の場へ出ていった職員もいたと、聞いているということでございます。 

 時間もあれですので、すごくはしょってしゃべっていますけれども、こういった形で、

独身者御本人だけではなくて、企業側にも意識の変化・変容が見られると思っております。  

 次のページをお願いいたします。課題と拡充内容を書かせていただいておりますけれど

も、今後の事業展望ということで、県としては、拡充して実施してまいりたいと思ってお

ります。 

 課題としては、今、お示ししましたとおり、４講座限定の選択受講ということで、しか

も、講師の調整等は県が行っていることによって、企業の主体性が低いということが１つ

の課題です。 

 ２つ目としましては、画面を見ていただいて、わかったかと思いますけれども、婚活色

を強調したものにはしていないということで、ハラスメントのお話などもございましたが、

さまざまありますので、そういったところが背景としてあったということも、１つの課題

です。 

 もう一つは、個々の企業ということですので、各団体を巻き込んだ取り組みとは言えな

いということで、業界団体全てを巻き込んだ企業の意識醸成が図られているとは言いがた

い部分もあるということで、整理させていただきました。 

 拡充内容として、県は企業に対して、講座のメニュー例を示すということについては、

変わりないですけれども、企業がそれぞれ社内の雰囲気に合った結婚支援のあり方を考え

て、講座の企画、講師との調整を企業みずからが行って、講座を実施する。県はその実績

報告により、補助金を交付することとして、より企業の主体性、自主性が高い事業へと拡

充したいと考えてございます。 

 もう一つは、本来、結婚は個人の自由によるものであることから、企業による結婚支援

についても、独身従業員が押しつけに感じることは避けるべきだということで、講座メニ

ューの選択肢は一定程度幅を持たせるべきと考えてございますけれども、より婚活色の強

い講座を新たに選択肢として加えていきたいと考えております。実体験に基づく結婚講座

や、ちょっと表現はあれですが、女性や男性の口説き方講座などがございます。 
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 あとは、業界団体全体を巻き込んだ働きかけと意識醸成を図っていきたい。 

 こうした拡充をした上で、企業みずからが考える結婚支援の実践と、企業、業界団体、

社会全体といった形でつながる、結婚に対する前向きな意識醸成を図っていきたいと考え

ております。 

 来年度は、地域少子化対策重点推進交付金の活用を予定してございます。 

 最後です。先ほど愛媛県さんから、企業を巻き込んだ結婚支援センターとしての取り組

みというのは、いろいろと御説明があったかと思いますので、この部分につきましては、

お読み取りいただければと思っております。 

 あきた結婚支援センターは、平成23年度に立ち上げまして、企業等を巻き込んだイベン

トの開催、マッチングの実施、こういったところで、成功報告者は、10月末現在で、911

人になったところでございます。 

 以上、雑駁な説明ではございましたが、秋田県からの報告とさせていただきたいと思い

ます。 

○佐藤座長 それでは、檜山様の報告について、御質問があれば、お願いします。岡崎さ

ん、どうぞ。 

○岡崎委員 岡崎と申します。 

 発表ありがとうございました。 

 経営者の意識の変化についての質問です。資料５の３ページの①「企業への講座開催支

援と反応」の箇所に、「開催に関する企業の意向」の定量データがありますが、これを見

ると独身従業員サポート推進員による企業の講座開催支援に「前向き」とする企業は約３

分の１に留まっています。「消極的」「意向なし」の企業の理由として、ハラスメントも

あるけれども、そのような余裕がないという補足説明があり、想像に難くないと感じまし

た。おそらく「余裕がなくてそれどころではない」という企業の経営者も多いでしょう。

皆様方は直接経営者を訪問してこういった意向を確認しているとのことですが、当初は「そ

れどころではない」と言っていた経営者が、その後意識を変えるケースはあるのか、もし

あるのであれば、何がトリガーになるのかを、御教示いただければと思います。 

○檜山氏 ちょっと難しい課題だと思うのですけれども、結婚支援と並行して、企業と育

児の両立支援であるとか、そういったものを企業として進めていただければ、企業の意識

づけと独身者の方の余裕も出てきますし、そこは両面で進めていかなければいけないと思

っているところでございます。 

 ただ、今、御指摘がございました、企業の経営者の方の意識の変容を、結婚支援サイド

だけをもって、解決するということについては、なかなか難しいと思っております。回答

になっていませんけれども、難しい問題だと思います。結婚支援だけの問題ではなくて、

行政がいかに民間企業をサポートしていくのか、そういった体制づくりなども必要になっ

てくると思います。 

○佐藤座長 どうぞ。 
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○新居委員 新居と申します。 

 先ほどのプレゼンの中に、経営者の方ですとか、管理者の方は、少子化などの社会背景

を踏まえて、婚活支援に意欲的な方も多くある一方で、実際に当事者である人たちは、結

婚をしたいという意欲はありつつも、こういう講座に参加するということは、気恥ずかし

さであるとか、抵抗感があるということで、そこはどこも共通するようなトピックだとい

うことを、強く感じました。 

 その中でも、このような講座、女子力ブラッシュアップ講座ですとか、インプットをさ

れるような講座をたくさん開催され、600人も御参加いただいているということで、こうい

う知識をつけた後に、実践の場と申しますか、皆さんがやっていらっしゃるような婚活の

場ですとか、そういうところと組み合わせて、得たものをアウトプットして、実際に使っ

ていくみたいな場があると、よりおもしろいのではないかということを感じました。 

 難しいところはありつつも、603人という方が御参加されているということなのですけれ

ども、600人という方は、個々の企業から声かけをされて、行ってみなさいということで、

これだけの人数が参加されたのでしょうか。 

○檜山氏 企業サイドは、主に総務であるとか、人事の担当の方が窓口になっているので

すけれども、そちらを通して声をかけていただいて、自主的に手を挙げていただいた方で

ございます。 

 あと、講座の後のアウトプットというお話で、全てとは言いませんけれども、終わった

後に、男女で、自主的に交流会を行っている企業も中にはあります。 

○佐藤座長 先ほど消極的な企業の一部には、プライベートな部分はハラスメントになる

のではないかというお話だったのですけれども、１つ割り切ってしまって、この講座を見

たら、御指摘のように、婚活というわけではないのです。会社もこれをやったら、社員の

いろんな事情が見えてきたということで、基本的に独身の人たちは、みんな参加していい

ですとしてしまって、これを受けた人で、次の段階のセミナーを紹介するみたいなやり方

も、１つだと思います。その辺はいかがですか。お金の問題が難しいのかもしれませんけ

れどもね。 

○檜山氏 婚活色を薄めてやっています。 

○佐藤座長 そうすると、次の段階の説明というのは、無理ですね。 

○檜山氏 事務局サイドでは、そういった話も出ました。一歩先に進むという、もっと直

接的な、先ほどのお話ではないですけれども、交流会などもやってみてもいいのではない

かという声はあったのですが、そこまでは踏み込んでいません。 

○佐藤座長 これは既婚者でもいいとしてしまって、これに出た人の中で、次の段階へ進

めるやり方はどうですか。 

○檜山氏 検討してみます。 

○佐藤座長 もう一方いらっしゃるので、いいですか。済みません。 

 それでは、最後になりました。お待たせしました。別府大学文学部の佐藤様から、御説
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明いただければと思います。 

○佐藤氏 皆さん、お疲れではないでしょうか。休憩はとらなくていいですか。 

○佐藤座長 とりません。 

○佐藤氏 さぞお疲れのことと思います。10分間ということですので、簡潔に御説明を申

し上げたいと思います。 

 私は、今、別府大学で、教育課程の教員をしております。学校の先生になるための学生

を育てている一方で、同時に、平成23年度から、キャリア支援センターというものを立ち

上げまして、そこにおきまして、学生のキャリア支援、あるいはキャリア教育を担当して

おります。 

 私はもともと県職員をしておりましたので、行政のお立場も少し踏まえながら、大学で

の取り組みということで、簡単に説明をさせていただきたいと思います。 

 そもそもこの会議は、結婚の希望をかなえるということなのですが、大学生は結婚の希

望はまずなくて、授業もたくさん持っておりますが、大きい授業で 200名クラス、小さい授

業、ゼミ等は10名、20名のクラスがありますが、毎回質問しますと、なぜ結婚しなければ

いけないのか、別に結婚しなくてもいいと言うのです。なぜかと聞くと、男の子は、結婚

したら、お金を全部取られてしまうのでしょうとか、自由を奪われるとか、いろいろあり

ます。女子はせっかく資格を取るのだから、結婚して、すぐに子供ができて、育休をとっ

て、職場復帰なんて考えられないから、結婚はしてもいいけれども、40歳ぐらいまではい

いとか、そんな感じの学生が多かったです。 

 私はキャリア教育を専門にしておりますけれども、キャリア教育ですとか、進路指導と

いうのは、小学校段階からしています。小学校、中学校、高等学校でも実施されているの

ですが、とりわけ大学生といいますのは、次に足を出すところは、社会しかないものです

から、最終段階であるので、より具現化して、あるいは短期間で、それぞれの将来を見据

えた教育がなされなければいけないと思っております。そうしないと、ただ何となくとか、

あるいはとりあえずとか、有名だからという感じで就職してしまうと、世に言う七五三現

象であるとか、あるいはせっかく就職しても、３年以内に離職あるいは退職してしまうこ

とになりかねません。 

 これから御説明する内容なのですけれども、私が考えているのは、足元、つまり目の前

の就職とか、結婚、あとは、少し遠くの景色、将来の家族をつくったり、あるいは人生を

つないでいくという両面を見つめながら、キャリアの足跡をつけていくような教育をして

いこうと考えて、始めているところであります。 

 今どきの学生などですけれども、私もいろいろな大学で講義をした経験がありますが、

言葉の最初に、必ず「別に」とつくし、「どうせ」とつきますし、「わからない」とつく

のです。そこで私が考えたのは、これを何とかしなければいけないと思いまして、本県の

キャリア教育なのですが、県と共催して実施しました、キャリア教育１であるとか、総合

ゼミなどもありますが、それは将来を見据えた生き方の指導です。 
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 そして、キャリア教育２というのがあるのですが、これは実践的なもの、例えば履歴書

の書き方ですとか、あるいはエントリーシートの作成の仕方、面接の仕方、私がやってい

る、選ばれる私になるというブラッシュアップ講座、いろいろあるのですけれども、そう

いうものであったり、あるいはコミュニケーション能力を徹底してつけるという講座、あ

るいはインターンシップなど、全てを踏まえてキャリア教育といいます。 

 それでは、資料を御覧になってください。私の資料の１ページでございます。これがい

わゆる県との連携の部分になるのですが、単にキャリア教育１というのは、職業観を学ぶ

のではなくて、その人たちが人生でどんな生き方をしてきたのかという、生き方をまずは

１年生の学生たちに知ってほしいと考えております。ですから、講師はいろいろおります

けれども、全てが銀行員になれるわけではなく、全てが公務員や大きな会社に勤められる

わけではないのですが、そういうことではなくて、その人たちがどんな体験をし、どんな

生き方を望みながら、今、どう生きているのかということを、いろんな場面で体験させよ

うと思ってつくった講座と、県の趣旨が合致したところで、それでは、お願いしますとな

ったものです。人選は全部私がしておりましたが、予算面はなかったものですから、県の

予算がもらえるということで、ここでタイアップしたわけです。 

 もちろん教職課程においても、私は生徒指導が専門ですので、そこではデートDVである

とか、虐待、妊活などの授業を扱っております。 

 資料の２ページを御覧になってください。これは３年間にわたりまして、県と共催いた

しました、キャリアデザインの講座の部分でございます。これは県と一緒の部分ですが、

講座全体は６ページ以降に一覧でまとめております。網掛けをした部分が、県にお金を出

してもらったところで、全講座15回ございますけれども、いろいろな仕事、いろいろな生

き方、いろいろな年齢、いろいろな立場の人に来ていただいて、生き方をお話していただ

いたところであります。 

 その中で、たびたび出てくる男性で、右田さんという、子育て情報誌の編集長なのです

が、きょう、お持ちした資料が幾つかありますけれども、その中に、全国誌のフリーペー

パーの『CouLeur（クルール）』をお持ちしています。これは全国誌ですので、全国で出て

いますが、大分版はなくて、男性の子育てはどうしたらいいのかということで、本人は編

集長ですから、夜も昼もなく、とにかく家に帰ったら、子供の寝顔しか見ていないけれど

も、何か子育てに協力できないかということで、そうか、子育て雑誌をつくろうというこ

とで、つくったもので、これで７年目になります。 

 ７ページにもありますけれども、私は最初から連載をしておりまして、これも全ての授

業で扱っております。そんなものもつくっております。 

 資料の２ページからが実施したものであります。これらのものを使いまして、３年間、

今年もしておりますが、学生の意識が変わったかということでございます。大きく意識が

変わってまいりました。 

 読みはしませんけれども、３ページ以降にあるのですが、最初は責任がかかるから嫌だ、
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自由がとられるから嫌だ、お金がかかるから嫌だと言っていたのですが、逆にマイナス面

をポジティブに捉えて、責任をすごくありがたく捉えたようであります。子供、特に乳幼

児などを触ったこともなければ、子供を産むということが、何だかよくわからないという

学生たちを乳児院に連れていきました。いろいろな事情で、御自身でお育てになれなかっ

た小さな子供たちがいるところでありますけれども、そこで学生たちは、子供たちと触れ

合って、帰ってきたら、全く変わりまして、子供はかわいい、子供が欲しい。 

 子供は欲しいけれども、先生、やはり自分の子供が欲しいと言い出しました。自分の子

供が欲しいというのは、どういうことか、それは結婚だよと、口々に学生が申しました。 

 どんな結婚がしたいのかといったら、ぜいたくはしたくない。ぜいたくとか、お金持ち

にならなくてもいいけれども、みんながにこにこ笑っているような、そんな親と子であり

たい。 

 それでは、あなたたちは何ができるのかといったら、まずは就活だと言い出して、「別

に」「どうでもいい」「わからない」「とりあえず」と言っていた学生たちが、猛然と就

活を始めまして、１人当たり４つも、５つも内定を獲得し、先月、去年、卒業した学生の

結婚式に行ってきました。ちょっと早かったのですけれども、行ってきたわけですが、非

常に変わりました。 

 そして、女子学生においては、これもゼミで扱いまして、女性が働きやすい職場はどう

したらいいかということで、半年間かけて、自分たちでプレゼンをして、全国の方々に見

に来ていただいたり、とにかく自分のこととして考えられたということです。 

 そして、結婚はしたくないというのに、子供は平均何人欲しいかというと、学生たちは

３人欲しいと言います。４人でもいいと言います。 

 あなたがここに座るまで、親は幾ら払ったか知っているかというと、さあと言います。

おむつも合わせて、しまじろうが家に来たとして、幾らだと思うかというと、500万ぐらい

だと言います。いいえ、平均3,600万です。３人育てたら１億ですというと、それから初め

て、自分たちが今ここにあることの意味を考えて、いろいろなことに専念していったわけ

です。 

 学生たちが行政に期待することが、４ページにありますけれども、これも授業の中で出

ましたが、20歳前後の学生たちが、本当はどうしたら子供ができるのかをよく知りません

でした。医学的な知識ですとか、いろいろなことを知りません。よい意味での妊娠の適齢

期もわかりませんでした。なので、こういう勉強をして、本当によかったと言っておりま

した。 

 あとは、男性が育児に参加する機会というのも、今どきの学生は、男女共同参画が当た

り前になっている時代に生きておりますので、そこは抵抗もなく、身についておりますけ

れども、そういう機会をたくさんふやすための勉強をしたいということ。 

 あとは、18歳から選挙権を得たということで、政治に関心がなかった彼らは、選挙には

行かないと言っていたのですけれども、なぜかと聞くと、政治家はお年寄りや福祉ばかり
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にお金を使って、私たちには使ってくれないから、関係ないと言っていました。ところが、

彼らは、やはりちゃんと選挙に行って、奨学金を返すのはとても苦しい。だから、学ぶた

めに、奨学金を免除したり、あるいは半減してもらうような、そんな政治家を選びたいと

いう意見を言うようになりました。 

 そういうことで、さまざまな機会を得て、社会と自分がつながっていったのではないか

と考えております。ですから、早い段階で、もちろん義務教育の段階からということはあ

りますが、将来、なりたいものは、お医者さんやスポーツ選手というような、そういう時

期の段階ではなく、大学生の場合は、現実を見なければいけないところにきておりますの

で、ここで、将来を見据えた、ライフデザインを含んだキャリア教育が必要だと思います。  

 最後でございます。５ページに今後の課題があります。私は大学の教員になって、きょ

う、初めて授業を休講にしてきました。生まれて初めてなのです。そのくらい、一つ一つ

の授業に全力投球しておりまして、よく文科でアクティブ・ラーニングと言われておりま

すが、アクティブ・ラーニングでない授業はないと思っておりますので、学生と会話をし

ながら、授業を築いております。 

 たまたま私の専門が、キャリア教育であったり、コーチング、キャリアコンサルタント、

そういう資格を有しながらやっているものですから、こういうふうにカリキュラムを組ん

だり、いろいろな場面で、大学教育の全てがキャリア教育だということで、推し進めるこ

とができるのですが、全ての教員が同じ温度を持って取り組んでいるわけではありません

ので、マンパワーの不足であるとか、大学教育そのもののあり方について、文科省との連

携は、考えなければいけないものではないかと思います。つまりどこかに就職するとか、

何になるということではなく、どう生きるかということを根本的に考えることが、将来、

家庭をつくり、そして、命をつないでいく、学生に希望を与えるということにつなげるこ

とではないかと思っているわけであります。 

 あとは、県の気持ちも少し入れますと、予算はいただきたいのですが、使いやすい予算

を、なるべく縛りのない、自由な形で使える予算をいただけると、もっと充実した取り組

みができるのではないかと考えております。 

 ちょうど時間になりましたので、説明を終わらせていただきます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 大学のキャリア教育は、かなりいろんなところで始めていますけれども、もう少し広く、

デザイン教育、そういう中で、仕事だけではなく、結婚や子育てなども考えてもらうとい

うことです。 

 御質問や御意見があれば、お願いします。どうぞ。 

○山本委員 育て上げネットの山本と申します。 

 御説明ありがとうございました。 

 ライフプランニングを考えることは、すごく大事だと思っていて、前回の会議から、manma

のお話を聞かせてもらったりしている中で、大学生のキャリアについては、触れられてい
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くのですが、私が関わる若者は最終学歴が高校卒業や高校中退という若者も多く、大学ま

で行かない子が多いのです。その中で、高校の進学率自体を見れば、98％ぐらいというこ

となので、高校生にもこういった形でできないか、こういうものがあればいいと思うので

す。 

 ゼミのような形で、ある程度の意識を持っている方が、こういうところへ参加するのと、

普通の授業でやるのは、ちょっと違うとは思うのですけれども、高校生にライフプランの

授業をやる。特にいいと思ったのは、ロールモデルを提供する形、育児講話、こういった

ものを高校生に実際にやったことがあるとか、聞いたことがあれば、ぜひ教えてほしいと

思います。 

○佐藤氏 ありがとうございます。 

 今、山本委員が御指摘のように、そういうニーズは非常に高く、私も出前で各高校に行

って、そういう授業をしておりますし、また、県からも派遣いたしまして、今、職業系の

高校は、比較的キャリア教育が充実しておりまして、ロールモデルによる講話であるとか、

あるいは適性を見きわめるような講義などは、充実していると思われます。 

 しかしながら、いわゆる進学を主とした高校においては、そういう時間に割くよりも、

まずは授業時数の確保ということが、現実の問題ではないかと思いますが、そこのところ

は、やはり切り開いていかなければいけないと思っております。 

○佐藤座長 よろしいですか。 

 本当は時間をとりたいのですけれども、残り時間もありますので、それでは、この後、

最初の資料で御意見を伺いたいのですが、その前に、有田委員から資料を出していただい

ていますので、これについて、簡単に御説明いただければと思います。 

○有田委員 機会をいただきまして、どうもありがとうございます。 

 今、県の方のお話を聞いての率直な、個人的な感想ですけれども、本当に驚きました。

こういう活動に、公の人がかかわれることやお金をかけられること、県の納得感があるこ

とに、非常に驚いています。決して否定的な立場で物を言っているわけではありません。

若者にこうした教育をしないと、大変なことになるということを、県の悩みというか、共

有させていただいた次第であります。 

 私がこれから申し上げる話は、都市の企業の悩みというのを、ぜひ県の皆さんに共有い

ただければと思っております。逆に言うと、もっとポジティブに考えられるのではないか

という御示唆をいただけると、ありがたいと思っております。 

 基本的な見方を書いておりますけれども、書いてあることは、読んでいただくことにし

て、ちょうどネットを見ていましたら、内閣府さんが2014年12月から１月にかけて、7,000

人を対象にしたネットの調査をかけておられて、それを見ていると、独身の男女、20歳か

ら39歳、7,000人のアンケートで、恋愛をしたくない理由は11あります。この中で、企業が

対応できるものというのは、失礼ですが、２つだと思っています。経済的に余裕がないと

いうことと、時間に余裕がない、ここには企業もある程度コミットができるだろうけれど
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も、残りの９つは、正直、無理でしょう。まずそういう認識を共有いただいた上で、企業

にできることは、全体の中で、本当にわずかなのだということを、まず申し上げたいとい

うことです。 

 企業として、限られたことについて、一生懸命やらないと、先ほど誰かがおっしゃって

いましたけれども、まさにみずからの問題として、はね返ってくることだというのは、都

市の企業は、自分のこととしてわかっております。企業の自主的な取り組みの展開という

意味では、ワーク・ライフ・バランスに尽きます。 

 皆さんの話からも出ていましたけれども、風通しのいい職場をどうやってつくっていく

のか。企業は研修をする、組合とは労使折衝で、職場の悩みを吸い上げる、とにかくあり

とあらゆる手を尽くしています。それでも、個別には、いろいろな問題が生じる。これに

対する対処というのも、かなりの精度で行ってきているつもりですけれども、なかなか完

璧なものはできないという状況があります。 

 あと、育児、介護、家事に対しても、朝早くから、夜遅くまでというのは、何とか改め

て、家事とか、育児などに参加していかないといけません。これは私自身の子供に言われ

たことなのですけれども、父親自身が背中を見せないことには、子供は安心して、自分の

旦那が、家事とか、育児に参加してくれるとは思えないということを、自分も理解してい

ます。ですから、これは我々自身の問題でもあるとして、取り組まないといけない。居酒

屋に寄って帰っていたりしているようでは、早く会社を出ても、あまり意味がないという

ことなので、そういうことも含めて、考えていかないといけない問題なのだろうと思って

います。 

 もう一つ、若者が継続して就業し、安定した収入を稼げるような環境整備が非常に大事

で、厚労省のアンケートを見ていますと、結婚しても、子供が一番少ないのは、男性が非

正規のカップルです。これがだめなのです。ここのところを何とかしなければいけないと

いうことがありまして、経団連レベルでも議論はしているのですけれども、非自発的な非

正規雇用労働者に対し、どうやって賃上げしていくのか。足もとで、この層は、統計的に、

高い賃上げ率を示しています。 

 もう一つは、それだけではなくて、ラダーを増やそうということで、限定正社員とか、

こういう道を設けている企業が、今、増えています。処遇の改善を図っているということ

があります。 

 詳しい話は、１月発表予定の経労委報告というものがありますので、この中で、詳細に

いろんなことが出てきますので、また見ていただければと思います。 

 もう一つ大事なのは、社内外での積極的なコミュニケーションであります。社内ではい

ろんなイベントをやっています。10年から15年ぐらい前は、どちらかというとドライで、

土日の会社のイベントなんて、勘弁という感じもあったのですが、今、逆に運動会をやる

といったら、この間、首都圏で4,000人ぐらいの従業員を対象に声をかけたら、2,000人集

まってきました。どなたかは会社の補助だと言っていましたけれども、うちは全く逆で、
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参加費を取ります。それでも喜んで集まってくる、家族も連れてくるという状況が、一方

で出てきているので、こういうイベントというのは、会社が多少手出しをしてでも、大い

にやっていけばいいだろうと思っています。 

 それから、うちの会社の話で恐縮ですけれども、ボート大会をやりました。これは 1,500

人ぐらいです。ボート場に集まってきて、それこそ、若い者がわんさかやってくる。こん

な機会は非常にいいだろう。あと、旅行とか、運動部とか、文化部とか、いろんなことが

あります。うちのような企業ですら、こうですから、メーカーさんの中で、都市対抗野球

とか、ああいうことをやっておられるところは、それこそ何万人も動員されているわけで

す。そういう社内のいろんなイベントというのは、自然な形で、今、男女が既に使ってい

るのだろうと、私は想像しております。 

 それから、別法人格なのですけれども、労働組合はもっと多様に、職制に関係なく、い

ろいろな集まりをやりますので、次回、労働組合の話を聞かれたらいいのではないかと思

っております。 

 それから、社内のところにつきましても、いろんなマッチングの機会があります。初回

に申し上げましたけれども、経団連の中でもマッチングの機会を設けております。これも

PRが難しいということで、PRの仕方を誤ると、参加の強要みたいな形になって、ハラスメ

ントになるのではないかということもあり、慎重にせざるを得なくて、個人的なサークル

の中で、今のところは回しているということであります。 

 それから、自治体とか、商工会議所さんの団体が行う取り組みへの自主的な協力は、あ

ると思っています。立地とか、どういう場所にあるのかとか、職場の男女比の問題とか、

職場環境というのは、非常に多様なので、企業ごと、職場ごとに、参加する人の判断は、

相当異なってくるだろうと思っております。いずれにしても、参加の強要とか、前回、内

藤先生がおっしゃっておりましたが、いわゆる個の侵害に当たるようなものは、厳に慎む

前提で、参加できるところが、参加するということは、あると思っております。 

 全体としては、そんなところであります。 

 それから、今まで皆さんの話を聞いていて、思ったことなのですけれども、企業という

か、社会全体で企業を盛り上げていくという意味では、今、配偶者控除の見直しの話など

が出ていますが、結婚にフェーバーな税制みたいなことは、考えられないのかということ

です。この検討会の目的とはちょっと離れるかもしれませんけれども、そういうことはあ

ると思います。 

 それから、若い男女が集まるようなCSV活動というのは、いろいろあろうと思いますので、

こういうものを集めてPRする。もっとやろうということは、あると思っています。 

 それから、manmaの会の皆さんが、協力してくださる有志を募るという話などは、喜んで、

こういうことがあるということは、私も伝えていきたいと思っております。 

 それから、きょう、ちょうど言おうと思ったのですが、ライフプランにかかわる話とい

うのは、大学、高校で、きっちりと進めていただきたいと思っております。 
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 以上です。 

○佐藤座長 時間はもうちょっとなのですけれども、きょう、おいでいただいている方に

対して、聞き逃したとか、伺うことがあれば、お願いします。 

 どうぞ。 

○天野委員 愛媛県ビッグデータ活用研究会の委員をさせていただいております。先ほど

愛媛の能智さんから、年収は関係ありますというお話がありました。確かに現場の声はそ

うなのですが、１つだけ、後方支援的な追加ご説明をさせていただきます。実際には10月

現在で、マッチングデータへの入力を男性、女性半々5,000人ぐらいがされているのですが、

そのデータを分析させていただいた結果があります。データシステムの中で、14項目、お

相手へのこだわり入力項目があり、お酒ですとか、たばこですとか、居住地ですとか、相

手に対して何をこだわりますか、こだわりませんかということを、５つまで選択できるよ

うになっています。 

 男女とも、お相手へのこだわりを最大５つ選んでいらっしゃるので、何割の方が何を選

んでいるのかで見ていきます。先ほど、副大臣はお相手への年収を気にするのかお尋ねさ

れていましたが、それよりも、こだわり項目の大きな壁は「年齢」です。こだわり項目の

１位、２位にくるのが、男女とも「年齢」と「子供の有無」なのです。特に私がなるほど

と思いましたのは、女性のほうが、お相手の年齢にこだわる割合が多いということです。

こだわる方の割合が８割を超えています。男性はまず「子供の有無」がきて、次に「年齢」

にこだわるのですけれども、女性はまず「年齢」にこだわります。現場の支援員の方とこ

のデータについてお話をさせていただいたのですが、余りに年上の方からのオファーはお

断りしたいという意味で、こだわると答えています。ここは、時代感覚が変わってきてい

るところです。男性はいくつになっても、自分は若い女性と結婚できるという思い込みが

強いようで、そこが男女のマッチングの壁になっております。 

 山崎委員の東京商工会議所講演会でお話させていただいたとき、結婚相談所経営者の方

からもやはり同じような年の差婚に男性がこだわることへの悩みがきておりました。これ

は今後のライフデザイン教育への示唆なのですけれども、特に男性側の年齢に対する考え、

男性も若くないと結婚活動が確率的に難しい、というライフデザイン教育が未婚化対策と

して必要と思います。日本では女性にばかり結婚年齢の壁が公に言われているような状況

です。早く結婚しないと子供が産めないなど、それはそうかもしれないのですが、子供を

産みたい女性側も、お相手の年齢をかなり気にして選んでいる、というところを、お忘れ

いただかないでほしいのです。以上を愛媛県マッチングデータ分析から得られたマッチン

グの壁の結果から、申し上げさせていただきたいと思っております。 

○佐藤座長 渥美さん、どうぞ。 

○渥美委員 私、前回欠席したものですから、どうしても意見を申し上げおきます。３点、

申し上げます。 

 １点目は、ライフ・ラーニング支援なのですけれども、私自身、父の介護と息子の看護
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のダブルケアをしている当事者として、物事を中長期的に考えるライフ・ラーニングは、

リスクマネジメントで、私は共働きの妻の存在は、失業保険よりも頼りがいがあるという

実感があります。 

 結婚支援は、個人への介入ではないか、ハラスメントを気にする声もございますが、主

体はあくまでも個人です。結婚支援やライフ・ラーニング支援は、配慮はすべきだが、遠

慮してはいけないと考えます。 

 現在、ライフ・ラーニング支援については、秋田県から取り組み事例の御紹介があった

ように、自治体の取り組みは進められています。今後は、企業や団体、大学、高校等で、

社員や学生のライフ・ラーニング支援に取り組みやすいように、行政はみずからが作成し

た支援ツールを、企業・団体、高校、大学に提供するなど、推進策を進めていただきたい

と考えます。 

 ２つ目は、企業の表彰制度なのですけれども、自治体では、子育て支援の表彰制度はか

なり広がってきています。企業に対して、インセンティブを付与する方策として、結婚支

援に取り組む企業の表彰制度を自治体がやるということは、今後、広まると考えます。既

に熊本県や岐阜県では、企業の結婚支援の表彰制度の取り組みがございます。 

 結婚支援に関する反応は、先ほどの有田委員の御発言にもあったように、都市部と地方

で大きな認識のギャップがあるというのが、私の実感です。人口流出で悩む地域では、行

政のみならず、地元企業の経営者たちも、そもそも結婚支援は、地域の持続可能性を高め

て、企業の持続可能性も高める。今後、ほかの地域でも、企業等の取り組みの広がりや進

捗状況を踏まえつつ、結婚支援で効果を上げている取り組み、ほかの企業でも着手できな

そうな取り組みを表彰する、そもそもいい取り組みを広げることを、行政には検討してい

ただきたいと思います。その際には、企業個々の事情がある、また、企業の実勢に配慮す

ることは、当然だと考えます。 

 最後に、企業の働き方改革は、今、取り組むムーブメントが起きています。ワーク・ラ

イフ・バランスに関しては、子育て支援の法律ということで、どうしてもワーク・ライフ・

バランスイコール子育てをしている社員の応援ということで、いまだに子育てをしている

社員は、制度を使って短時間、その仕事のしわ寄せは、独身社員みたいな、間違った展開

をしている企業も少なくありません。 

 そういう中で、働き方改革は、そもそも結婚したいと考えている独身者たちにも、オフ

の時間を与えて、結婚を考える、そういう時間の確保ということで、働き方改革と結婚支

援が連動して進むようなことを、今後、期待したいと思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 まだまだいろいろとあると思うのですけれども、きょう、これから御意見を

伺っても、多分特定の人の意見になって、言い残してしまったみたいなことになると思う

ので、事務局と相談しているわけではないのですが、一応きょうはここまでにさせていた

だいて、資料１、資料２については、御意見を個別に伺うか、聞きに来てくださいと、お
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願いするのもありだと思います。メモを出していただくなり、あるいは来てくださいとい

うことでもいいと思うので、そういう形で、伺わせていただくほうが、多分ここで何人か

の方の意見を伺うということは、あれですので、皆さんに御意見を出していただくという

形にさせていただきたいのですが、事務局、そういうことでいいですか。 

○角田参事官 はい。 

○佐藤座長 いつごろまでにしますか。 

○小野田審議官 また改めて御連絡いたします。 

○佐藤座長 その辺については、資料１、資料２、あと、きょうの御意見は入っていませ

んので、そういうことも踏まえながら、最終的には支援のあり方のところ、資料２につい

て、こういうふうに考えるということを、皆さんに出していただくことにしたいと思いま

す。それは事務局からお願いがいくと思いますので、その点、よろしくお願いいたします。  

 それでは、事務的な連絡はありますか。 

○角田参事官 次回につきましてですが、12月７日水曜日の11時から13時に開催を予定し

ております。事務局から、最終的な提言の骨子案を御提示させていただく予定です。 

 詳細につきましては、追って、御連絡いたします。 

 以上です。 

○佐藤座長 あと、きょう、御報告いただいた方は、遠くから、あるいは授業を休講にし

てということもありました。本当はもう少し皆さんに御意見を伺ったり、議論する時間が

あればよかったと思いますが、資料で十分に勉強させていただきたいと思いますので、ど

うもありがとうございました。 

 この辺で、終わります。 

 


