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少子化社会対策大綱の推進に関する検討会（第３回） 

議事次第 

 

 

日 時：令和３年11月５日（金）15:00～17：30 

場 所：中央合同庁舎８号館５階共用会議室Ｃ 

（オンライン開催） 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）各論② 

・男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備について 

・地域・社会による子育て支援について 

（２）報告事項 

 

３．閉 会 
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 駒村 康平   慶応義塾大学経済学部教授 

榊原 智子 読売新聞東京本社教育ネットワーク事務局専門委員 

佐藤 博樹   中央大学大学院戦略経営研究科教授 

前田 正子   甲南大学マネジメント創造学部教授 

松田 茂樹   中京大学現代社会学部教授 

村上 芽   日本総合研究所創発戦略センターシニアマネジャー 

 

（ゲストスピーカー） 

 山口 慎太郎 東京大学経済学研究科教授 

奥山 千鶴子 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事長 

 

（内閣府） 

野田 聖子 内閣府特命担当大臣（少子化対策） 

藤原 朋子 子ども・子育て本部統括官 

相川 哲也 子ども・子育て本部審議官 

泉  聡子 子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当） 

水野 忠幸 子ども・子育て本部企画官 

 真弓 智也 子ども・子育て本部企業主導型保育事業等担当室長 

（文部科学省） 

 ・小林 克嘉 総合教育政策局地域学習推進課家庭教育支援室長 

（厚生労働省） 

 ・林 俊宏  子ども家庭局保育課長 

 ・鈴木 健吾 子ども家庭局子育て支援課長 

 ・古瀬 陽子 雇用環境・均等局職業生活両立課長 

 ・山本 圭子 子ども家庭局母子保健課長 
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○佐藤座長 それでは、時間になりましたので、ただいまから「少子化社会対策大綱の推進

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。 

 初めに、この検討会の主宰者である野田大臣より御挨拶いただきます。野田大臣、よろし

くお願いいたします。 

○野田大臣 佐藤座長、ありがとうございました。 

 このたび少子化対策の担当大臣を仰せつかりました、野田聖子でございます。 

 実はずっと以前からこの担当大臣を希望していたのですけれども、なかなか巡り合わせ

がなくて、待つこと二十数年ですか。皆さんとともに働けることを大変うれしく思っていま

す。 

 と申しますのも、実は小渕内閣で初めて少子化対策推進関係閣僚会議というものができ

ました。政府部内で真剣に少子化対策を議論する場所をつくったということでは、そこから

だと思うのです。そのときに、私は郵政大臣だから特段関係のない役所にいたのですけれど

も、女性ということで時の野中広務官房長官から命令がございました。ただ、あの当時、思

い出されるのは、議論がなかなかできず、少子化そのものに危機感もないし、また、少子化

というのはそもそも女性の問題だろうと。だから、男性の自分たちが関わるべき話ではなく、

むしろ女性の聖域だから駄目なのではないかみたいなスタートを切ったことを覚えていま

す。私もいまだに忘れられないのですけれども、申し上げたところ、では、あなたから率先

垂範したらどうかと会議の中で、今ではそんなことを言ったらマスコミが大騒動するよう

な話ですけれども、そういうものが当たり前だったスタートだったと思います。 

 こうやって座長をはじめ皆様方に活発に取り組んでいただいているおかげで、少子化と

いうのは正にダイナミックな政策であり、日本そのもの、国そのものの政策課題だというこ

とが徐々に関心がなかった国民にも伝わってきたのではないかと思います。やれてこなか

ったことがたくさんあるということは、逆に言うとそれが全部ポテンシャル、これからの日

本の魅力に変わっていくという思いの中で、是非少子化対策、余り深刻に国難だと言うとま

た腰が引けてしまう人もいるのですけれども、これは真剣に取り組む政策なのだというこ

とで男女別なく、どうしても少子化というのは女性がいるから男性も言いづらいみたいな

ことになってきましたが、ジェンダーフリーで私たちの暮らしを守る最優先政策課題だと

位置づけて、いい答えを導いていただければと思っています。 

 どうもありがとうございます。よろしくお願いします。 

○佐藤座長 大臣ありがとうございました。 

 カメラはここで退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○佐藤座長 本日、野田大臣は別用務のため 16 時めどに途中退室される御予定です。御了

解いただければと思います。 

 本日は、この検討会で議論する各論の②として「男女共に仕事と子育てを両立できる環境
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の整備」と「地域・社会による子育て支援」をテーマとして皆さんの御意見を伺いたいと思

います。 

 このテーマに合わせて、関係省庁として内閣府、厚生労働省から説明を頂きます。 

 また、ゲストスピーカーとして、東京大学経済学研究科の山口慎太郎教授とＮＰＯ法人子

育てひろば全国連絡協議会の奥山千鶴子理事長の２名に御出席いただき、ヒアリングを行

いたいと思います。ただ、山口教授は別用務のため、遅れての御参加になります。 

 最初に、事務局に異動があったということですので、議事に入る前に御挨拶をお願いいた

します。 

○藤原統括官 ９月１日付で子ども・子育て本部統括官に着任いたしました、藤原と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○相川審議官 同じく９月１日付で子ども・子育て本部審議官に着任いたしました、相川と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、議題（１）に入ります。前回と同じように事務局から御説明いただき、そのテ

ーマについて厚生労働省、内閣府からまとめて順に御説明いただいた後、山口教授、奥山理

事長からプレゼンテーションを頂きたいと思います。 

 ゲストスピーカーの時間の都合上「男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備」に関

する意見交換を山口教授のプレゼンテーションの後に行い、「地域・社会による子育て支援」

に関しましては、奥山理事長のプレゼンテーションの後に行います。 

 最初に、事務局から本日の議論の視点と参考資料について御説明をお願いいたします。 

○泉参事官 事務局でございます。 

 まず、資料１を御覧いただければと思います。 

 今回取り上げるテーマは、先ほど座長から御紹介がありましたとおり「男女共に仕事と子

育てを両立できる環境の整備」と「地域・社会による子育て支援」でございます。 

 まず「男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備」につきましては、いろいろな施策

がございますけれども、待機児童の解消、放課後の安心・安全な居場所の確保について、男

性の育児休業の取得促進をはじめとする育児休業給付の話、両立支援を進めていく上での

経営者・管理職の意識行動変革や事業主の取組を促す仕組みについて、重点的に取り上げた

いと思っております。 

 １枚おめくりいただきまして、検証・評価の視点としましてはここに書いてあるとおりに

なりますけれども、「新子育て安心プラン」「新・放課後子ども総合プラン」の推進に当たり

まして、地域の実情に応じた取組をどのように進めていくのか、目標に照らした進捗状況を

見ていくものと考えております。また、改正育児・介護休業法の施行を来年に控えまして、

雇用形態や男女を問わず仕事と子育てを両立できるように、企業の取組促進を含めて、どの

ようなアプローチを進めていくのが効果的かといった点も論点になろうかと考えておりま

す。 
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 山口慎太郎先生のプレゼンを予定しておりまして、保育サービスの更なる充実、男性の育

休取得促進、テレワークの推進に着目して、国内外の調査から見えてきた示唆についてお話

しいただく予定となっております。 

 また、「地域・社会による子育て支援」につきましては、妊娠期から子育て期にわたる切

れ目のない支援、保護者の就業形態、就業の有無にかかわらない多様な保育・子育て支援の

拡充について取り上げます。 

 検証・評価の視点としては、正に新型コロナウイルス感染症の流行が安心して子供を生み

育てられる環境整備の重要性を改めて浮き彫りにしているところでございますけれども、

地域においてどのように妊娠期から切れ目なく支援していくのがよいのか、コロナ禍で子

育ての孤立感・負担感が増えていく中、地域の実情に応じた多様な保育・子育てをどのよう

に充実していくかというところを今回議論したいと思っております。 

 このテーマに関連しまして、今回、奥山千鶴子先生のプレゼンを予定しております。地域

における子育て支援のこれからとして、切れ目のない支援、子育てサービスの拡充、情報発

信に着目して、今回コロナ禍における当事者の声や置かれた状況も御紹介いただきつつ、支

援の現場の立場からプレゼンをお願いしたいと考えております。 

 駆け足になりますけれども、参考資料についてもざっと御紹介します。 

 参考資料１につきましては、前回の検討会で少子化対策の検証・評価の重点項目という形

で取りまとめさせていただきました。 

 その中で、一番後ろの５ページ目になりますけれども、松田委員からの御指摘も踏まえま

して、2022 年４月頃に開催する予定の第５回検討会の議題に「結婚、妊娠・出産、子育てに

温かい社会づくり」を追加しております。結婚を希望する人を応援して子育て世帯を優しく

包み込む社会的機運の醸成などを取り上げたいと考えております。 

 参考資料２、当事者の目線に立った検証・評価を進める上での参考になるようにというこ

とで、いろいろな調査があるのですけれども、まずは私ども内閣府子ども・子育て本部で実

施してきました各種意識調査の中で、今回のテーマに関連するデータを紹介しております。 

 具体的な出典につきましては最後の 19 ページ目にございまして、2018 年に実施しました

意識調査、男性の子育て目的の休暇取得に関する調査研究、今年の６月に公表させていただ

きました少子化社会に関する国際意識調査からデータを紹介させていただいております。 

 時間の都合もございますので、詳しいこの資料の内容につきましては説明を割愛させて

いただきますけれども、各省の説明、ゲストスピーカーのプレゼンと併せて、この意識調査

につきましても参考にしながら議論させていただければと思っております。 

 参考資料３につきましては、前回、駒村委員から御質問のあった点につきまして、国土交

通省から文書にて回答があったものを御参考までにお配りしております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 本日の論点と関係する資料、参考資料があるということで御説明いただきました。それに
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ついてもし御質問があれば後で伺うというようにしたいと思います。 

 議論に入る前に、前田委員が別用務で途中退席されるということですので、事前に資料を

出していただいていますので、この後の説明の前に前田委員からもし一言あればお願いい

たします。 

○前田委員 ありがとうございます。 

 私から今日の議題に関しまして、仕事と子育ての両立と子育て負担感についてお話しさ

せていただきたいと思います。 

 いろいろ調べましたところ、働きながら出産・育児をしようとする母親たちの前には三つ

の壁が存在しておりました。母親本人の働き方・職場の状況、保育所の入所、夫の家事・育

児分担とその背景にあります夫の働き方が三つの大きい壁になっております。 

 更に調査を進めますと、働きながら望む人数の子供を産み育てるには、前述した本人の働

き方、保育所入所、夫の家事手伝いの分担という三つの条件がそろわないと難しいことが分

かりました。働いている中の方でも働き方を変えたり、仕事を辞めなければいけなかったり、

子供の追加出産を諦めたりということがおこっていることが分かりました。 

 さらに、これは専業主婦の方もそうなのですけれども、子供が生まれた場合、母親が全て

の子育てを担う、人生を変えたり、何かを諦めたりするのは母親の方になってしまう。この

ことに対して、専業主婦を主体的に選択した方も何とも言えない割り切れなさと性別分業

前提の社会の在り方に疑問を持っていらっしゃることも分かりました。 

 さらに、夫の家事・育児への期待もあるのですけれども、今の御主人の職場での立場や働

き方を考えると、これ以上のことは難しいと諦めている方もおられます。 

 子育て負担もやはり重いのですけれども、特に専業主婦の方がワンオペ育児で苦しくて、

専業主婦でも保育園に預けたい、ちょっとでもいいから預かってもらいたい、一時保育も満

杯で使えないということで大変負担感が重くなることが分かりましたので、就労支援の充

実だけでなく専業主婦の方への子育て支援も一層必要だということを私の意見として述べ

させていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。お時間を頂きまして、申し訳ございませんでした。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 いろいろ大事な点ですけれども、一つは働く母親と専業主婦の母親は実は共通の課題が

あって、一つは夫の子育て参加、これは実は共通課題なのですね。専業主婦もワンオペだと

いうことで、そういう意味ではこの辺の改革はすごく大事かと思いました。どうもありがと

うございました。 

 それでは、各論②に移りたいと思います。 

 最初に、厚生労働省子ども家庭局、雇用環境・均等局より「男女共に仕事と子育てを両立

できる環境の整備」と「地域・社会による子育て支援」について御説明いただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○林厚生労働省子ども家庭局保育課長 厚生労働省子ども家庭局保育課の林です。 
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 資料を用意させていただいております。画面共有をお願いします。 

 私からまず待機児童解消の取組の関係、保育の受け皿整備について御説明いたします。 

 資料を２枚めくっていただきますと、ここで１枚にまとめていますので、簡潔に御説明し

たいと思います。 

 これまでの取組ということでございますけれども、「待機児童解消加速化プラン」という

こと、そして、その後、「子育て安心プラン」、今年度からは「新子育て安心プラン」という

ものに基づきまして、それぞれ計画的に保育所の量的拡充を行ってきたということでござ

います。 

 平成 25 年度から 29 年度の「待機児童解消加速化プラン」は 50 万人に対して 53.5 万人、

その後を引き継ぐ形で「子育て安心プラン」、３年間ということですけれども、これは 32 万

人に対して 26 万人と、待機児童の解消が図られた自治体もあったということで、少し目標

よりも下回っております。 

 昨年末にさらなる待機児童の早期解消を目指すということで、「新子育て安心プラン」と

いうものを今年度からの４か年計画ということで策定をしております。この４年間で 14 万

人の受け皿の確保ということで整備目標を定めているところでございます。 

 現状でございますけれども、今年の４月時点の待機児童数は、ここ数年ずっと保育所の整

備の成果も出てきておりまして、今年は 5,634 人ということで、かなり減少しております。

ただ、我々はこの減少要因としては、保育の受け皿整備はあるのですけれども、新型コロナ

ウイルス感染症を背景とした利用控えという要因がかなりあるのではないかということで、

保育の申込者数も初めて減少ということになっています。これについては、今後、新型コロ

ナウイルス感染症の後、また、就業を希望される御家庭も女性も増えると考えておりますの

で、引き続きしっかりとした整備を進めていくことが必要だと考えております。 

 右側にありますように、今後の課題と取組方針ということでございますが、申し上げまし

たような要因で、令和２年の女性就業率は減少しておりますけれども、今年に入っての毎月

の状況を注視しておりますが、確実に上昇しております。そういった状況でございますし、

申込者数については女性就業率と相関関係が明らかにありますので、今後、申込者数が増え

ると見込んでおります。そういった状況下で引き続き「新子育て安心プラン」に基づいて整

備をしっかりと進めていきたいと考えておりますので、自治体と一緒に取り組んでいきた

いと思います。 

 具体的には、支援のポイントとございますけれども、当然保育の受け皿となる認可保育所

や認定こども園の整備はありますが、むしろ今、待機児童数がかなり少ない自治体も増えて

おります。そういったところにおいては、既存の資源をうまく有効に活用することも含めま

してマッチングの支援ということで、例えば保育コンシェルジュによる相談支援の充実で

ありますとか、あるいは地域的に少し離れた場所の保育所でも活用いただけるような巡回

バスの支援、こういった支援策も併せて講じていくことにしてございます。 

 ２番目として、実は保育所の整備は進めておりますけれども、保育人材の確保が大きな課
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題になっております。これはもちろん保育の量的拡充を支えるということもございますけ

れども、よりよい環境で保育していくことが子供の成長にとっても重要な要素でございま

すので、経験の豊富な保育士が保育できるような環境を整備するという意味でも非常に重

要な観点だと考えております。そのため、特に保育士が本来業務である保育に集中できるよ

うに周辺業務の軽減などを図って、こういうものはＩＣＴの活用なども含めてやっており

ますし、あるいは保育補助者の活用も図っています。また、一度辞められた保育士さんが再

度就職するに当たって、フルタイムで働くのはいろいろな意味で難しいということがござ

いますので、これは規制緩和を図って、短時間勤務の保育士でも条件によっては担任等がで

きる形での対応を進めているということでございます。 

 ３番目としては、地域のあらゆる子育て支援の活用ということで、幼稚園等に預かり保育

等もやっていただくこと。就労形態にもよりますけれども、こういった形で保育ニーズを吸

収できる部分もございますし、３歳未満児の小規模保育の充実でございますとか、ベビーシ

ッターの活用といったところも進めていくということを進めております。 

 なお、※に書いていますのは少し毛色の違う話でございますけれども、新型コロナウイル

ス感染症の対策ということでございます。保育所につきましては、小さい子供、重症化のリ

スクが余りなかったこともありまして、基本的に原則開園ということでお願いをしてござ

います。ただ、一方で現場の保育士さん、いろいろなものの消毒の対応でありますとか、あ

るいは状況に応じてはいろいろと連絡、調整といった業務、かなり消毒等の手間も含めてか

かっております。そういった観点で備品購入と、あるいは保育所の職員の方に対する時間外

の手当とか、そういったものを支援できるような形での補正予算での支援も昨年度から順

次行っている状況でございまして、併せて御紹介させていただいております。 

 以上、簡単でございますけれども、私から保育の受け皿整備、待機児童解消の状況という

ことで御紹介をいたしました。後ろにつけておりますのは御説明した資料の参考資料でご

ざいますので、後でお読み取りいただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○鈴木厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長 続きまして、子育て支援課から放課後児

童クラブについての説明になります。 

 表題にあります「新・放課後子ども総合プラン」につきましては、小１の壁又は待機児童

の解消を目的としまして、平成 30 年の９月に厚生労働省と文部科学省の共同で策定をして

おります。令和元年からの５年間で 30 万人分の受け皿の整備、全ての小学校区で両事業を

一体的又は連携して実施をする、そのうち小学校の校内で一体型として１万か所以上実施

することを目指しております。また、両事業を新たに整備する場合、新たに開設する放課後

児童クラブの約８割を小学校内で実施することとしております。 

 11 ページ、左の下の方ですが、現状・数値目標等の進捗状況になります。先ほど申し上

げましたとおり、５年間で 30 万人分の受け皿の確保を目指しておりますけれども、令和２

年７月１日現在、これは前年５月１日から７月１日、コロナの関係がありまして、緊急事態
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宣言もありましたので、精緻な数字を取るために７月１日になっております。この約１年間

で登録児童数は１万 1,701 名増加しております。例年、目標達成のためには８万 3,000 人

ほどの受け皿を増やしていくことになっておりますけれども、今回コロナ禍もありまして、

理由として、在宅ワークなども進むこと、で自宅で子供を見る家庭もあったということで数

は伸び悩んでおります。一方で、クラブ数につきましては対前年と比べて 744 か所増ですの

で、自治体としては受け皿の整備は進めている状況になっております。待機児童につきまし

ては前年比で 2,266 人減少はしておりますけれども、全体で１万 6,000 人弱がまだ待機児

童がいる状況でございます。 

 プランの一方の放課後子供教室でございますが、前年比で 1,229 室、これは減少というこ

とになっておりますけれども、理由としましては、これもコロナが大きく影響していると考

えられます。コロナの感染拡大防止の観点から、年間を通して事業の実施を中止したこと等

が考えられます。プランの目標の中のいわゆる一体型、一体的に実施しているクラブ数につ

きましては前年と比べまして 196 か所増えているところですけれども、全体で 5,557 か所、

目標は１万か所ですけれども、まだ若干少ないような状況でございます。 

 右側に移りまして、関連するデータですが、表は見ていただければと思いますが、クラブ、

教室の各々、調査研究を二つほど載せております。クラブにつきましては、いわゆる利用世

帯に対しての聞き取りになりますけれども、クラブの利用について「満足」又は「どちらか

というと満足」と回答した利用世帯が約９割になっております。教室の関係の調査でありま

すが、放課後教室等の地域学校協働活動をコーディネートする体制の効果としまして、「子

供たちのコミュニケーション能力の向上につながった」と回答した学校の割合が約９割と

なっております。 

 最後に、右側の下になりますが、今後の課題又は取組の方針です。待機児童数、先ほど申

し上げましたが、2,266 人減少していますが、１万 6,000 人弱まだいる状態でありまして、

引き続き各自治体による整備の後押しをしていきたいと思っております。 

 教室につきましては、なかなか一体型が進んでいない、伸び悩んでいる状態ではあります

けれども、要因として実施した場合のメリット、連携方法がなかなか分からないという声も

聞かれております。そのようなことから、いわゆる好事例をもっと横展開することで実施の

促進を図っていきたいと考えております。 

 最後、コロナの関係ですが、17 ページになります。小学校の臨時休業、一斉休業に伴い

まして、放課後児童クラブは午前中に開所を余儀なくされております。そのときに、午前中

開所につきましての財政支援を行っています。併せて臨時休業させた場合、また、利用自粛

の要請をかけた保護者に対しての利用料にかかる財政支援等も行っております。 

 次のページですが、これは類似の補正予算で感染症の対策のための支援を行っておりま

す。 

 最後に次のページですけれども、放課後児童クラブにおけるＩＣＴ化の推進ということ

で、利用児童の入退室の管理等にＩＣＴ機器の導入ということで、業務のＩＣＴ化を推進す
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るための経費を支援しております。 

 簡単ですが、子育て支援課からの説明になります。 

 以上です。 

○佐藤座長 続きまして、仕事と子育てを両立できる環境整備について御説明いただきま

す。資料は 20 ページ以降になります。 

○古瀬厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課長 厚生労働省雇用環境・均等局です。 

 それでは、資料の 20 ページから御説明をさせていただきます。 

 まず、中身は 21 ページからになりますけれども、育児休業、経営者・管理職の意識行動

変革や事業主の取組を促す仕組みということでございますが、これまで育児・介護休業法あ

るいは次世代育成支援法に基づく制度の周知、履行確保を行ってきたところでございます

けれども、最近の動きとしまして、その下の枠のところですが、本年の６月に男性の育児休

業取得促進等を内容とします、改正育児・介護休業法が成立をしたところでございます。ま

た、くるみんマークの認定基準につきましても、去る 10 月 26 日に労働政策審議会の分科

会におきまして改正省令案について要綱の答申を頂いたところでございまして、これらの

内容を追って御説明いたしますが、今後この改正法の円滑な施行、周知に努めてまいりたい

と考えております。 

 また、このページの右側に関連データを載せておりますけれども、男性の育児休業取得率

につきまして、2020 年、令和２年で 13％という政府目標を掲げておりましたところ、僅か

に及びませんでしたが、12.65％ということで、右肩上がりになってきてはおります。ただ、

女性と比べますとまだ男性の取得率は低い水準ですので、新たな目標として 2025 年までに

30％という目標を掲げて取組を更に進めていきたいと思います。 

 22 ページ、これが男性の育児休業取得に関するアンケート調査になっていまして、育児

のための休暇・休業の取得を希望していた男性労働者のうち、利用を希望していたのだけれ

ども利用できなかった方の割合が約４割ということで、取得の希望が十分かなっていない

状況があるというデータでございます。 

 次の 23 ページでございますが、こうした状況を踏まえまして、今年の６月に法改正が行

われたところにおけます柔軟な育児休業の枠組みということで、出生時育児休業制度を新

たに創設いたしました。この制度につきましては、通称を「産後パパ育休」と称して今後普

及を図っていきたいと考えております。あわせまして、この改正法では、事業主に対しまし

ての新たな義務づけとしまして、妊娠・出産の申出をした労働者に対して個別に制度等の周

知をし、取得の意向の確認をしていただくという措置の義務づけも行っております。あわせ

まして、雇用保険法につきましても改正をされまして、出生時育児休業について雇用保険の

育児休業給付の対象とするといった整備を行っているところでございます。 

 24 ページ、この育児休業給付の制度についての資料になります。休業開始から６か月ま

では休業開始時賃金の 67％、それ以降は 50％を雇用保険から支給をすることになります。

給付が非課税であること、育児休業期間中の社会保険料免除を併せますと、実質的な給付率
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は休業前の手取り賃金の８割程度になるというものになります。 

 25 ページは御参考までですけれども、今回の育介法の改正に伴う給付や保険料免除の扱

いについての解説資料になります。 

 26 ページがくるみん認定制度についての見直しの方向になりまして、これは現行の制度

ですけれども、27 ページにありますような方向でくるみんの基準の引上げ等を行いたいと

考えておりまして、先月末に審議会に諮問し、答申いただいたところでございます。 

 御説明は以上でございまして、28 ページ以下は御参考のデータになりますので御覧いた

だければと思います。今後改正法、改正されたばかりですので、この法律の円滑な施行に努

めてまいりたいと考えております。 

 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、今の厚生労働省の最後の報告ともつながりますので、東京大学経済学研究科の

山口教授から、資料４に基づいて御報告いただければと思います。お願いします。 

○山口氏 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 私からは、15 分頂いたので、子育て参加の男女格差解消が少子化対策の上でも重要なの

だということについてお話しさせていただきたいと思います。 

 幾つか論点はあるのですが、先に要点を言ってしまうと、一つ目、保育サービスのさらな

る充実は非常に重要なポイントになってきます。子供本人、その親、そして、子供を持たな

い人も含めた社会全体にとって大きなメリットがあると考えております。 

 二つ目、男性の育休取得推進も重要な政策目標になってきます。先ほど御報告があったよ

うに伸びてはきているのですが、その水準は諸外国と比べるとまだまだ低い。ところが、育

休を取ることによって、育休を取っている期間は男性が育児・家事をするというのは当たり

前に思われるかもしれないのですが、それが終わった長期間にわたって家事・育児参加を男

性において進めるということも分かってきています。 

 三つ目、これは必ずしも子育て政策の一環として見られないものですが、テレワークも実

は男性の子育て参加を高める上で重要だということが研究によって分かってきています。

この３点が重要な取組になるだろうと考えております。 

 まず、類似したグラフはいろいろなところで見たことがあるかもしれないのですが、こち

らでお見せしているグラフは子ども・子育て支援に対する公的支出を対ＧＤＰ比で求めた

2017 年のデータです。何を子ども・子育て支援に対する公的支出に含めるかというのはい

ろいろな方法があって、家族関係社会支出が通常使われることが多いのですが、この「OECD 

Family Database」によると、それに加えて税制を通じた給付辺りも含めて総合的な子ども・

子育て支援ということで見ることが多いようなので、こちらの数字を採用しています。 

 それを見ていただくと、赤で囲んでいるのが日本の数字、ＧＤＰに対して 1.79％なので

すが、ＯＥＣＤ平均は 2.34 で、トップのフランスに至っては 3.60％ということで非常に高

く、日本の倍以上の水準になっています。もちろん 2019 年に幼児教育の一部無償化も進み
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ましたので、この数字は日本も大きくなっているのかとは思うのですが、同時期の諸外国の

データはまだ手に入っていませんので、もう少し待たないと完全な比較はできないもので

す。いずれにせよ数字は大きくなっている、いい方向にあるのかもしれないけれども、その

水準は欧州の国々にはまだ達するところではないということは言えると思います。 

 全体の支出を増やすというのは必要かということについては、おおむね意見の一致が見

られているという認識を持っているのですが、では、現金給付がいいのか、これは児童手当

のようなものですね。それに対して現物給付がいいのか、これは具体的には幼児教育のこと

を指します。どちらがいいのか、どちらがより効果的なのかという点も考えていきたいとこ

ろです。 

 今日は詳しくお話しする時間がないのですが、様々な社会科学、経済学の研究によると、

どちらにしても出生率向上には寄与する、プラスになるのだということは確認されている

のですが、同じ金額当たりでどれぐらい出生率が高まるかというコストパフォーマンスみ

たいなものを考えると、現物給付、具体的には保育所整備が高い成果を出しがちであること

が分かってきています。 

 なぜなのかというと、こうした保育所整備のような現物給付というのは、子育てに対して

直接手助けになるわけで、日本のような社会ですと子育てはどうしても女性がするものと

いう社会規範がありますので、保育所整備をすることによって女性の側の子育て負担を下

げることにつながるわけです。 

 何で女性の子育て負担が少子化を考える上で意味があるのかというと、こちらのグラフ

が非常に面白い情報を提供してくれています。こちらのグラフの横軸は男性の家事・育児の

時間の負担割合ですね。夫婦の時間を合算して男性の時間を割ってやったものです。縦軸が

合計出生率になっています。様々な国が取り上げられているのですが、日本は残念ながら左

端に位置します。つまり、夫婦全体で行っている家事・育児時間のうち、男性は 15％ちょ

っとしかしていないということになっています。これは日本については 2019 年の数字です

が、同じ年に全ての国で調査が行われているわけではないので、タイミングが結構ばらつき

はあるのですが、2010 年代だとこういう傾向にあるわけです。 

 見ていただくと、日本と韓国は極端な位置、左側にいるのですが、全体として見ても、あ

るいは日本と韓国を外したヨーロッパの国々で見ても、右上がりの関係が見て取れると思

います。つまり、男性がより家事・育児を行っているような国においては、出生率が高い傾

向がある。もちろんこれが直ちに因果関係を意味するかどうかは詳しく見てみないと分か

らないというのが正直なところではあるのですが、これ自体、非常に興味深い事実かと思い

ます。 

 そして、最近の経済学の中の議論では、実際に男性の家事・育児の負担割合が出生率を考

える上で重要だという議論が出てきています。そのエッセンスをちょっとだけ御紹介した

いと思います。 

 ヨーロッパで行われた調査なのですが、夫婦別々に子供を持ちたいと思っていますかと
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いうことを聞いたのです。その結果、両方とも子供を持ちたいと思っている場合には、３年

後の追跡調査で実際に子供が生まれているケースがかなり多かったと。 

 一方、どちらかだけが子供を持ちたいと言って、もう一方が持ちたくないと言っている場

合には余り子供は生まれていないということで、一見当たり前に聞こえるかもしれないの

ですけれども、夫婦ともに子供を持ちたいと望んでいることが実際に子供を持つかどうか

を考える上で非常に重要だということなのです。一方が持ちたいと言っているのだけれど

ももう一方がノーと言っている場合にはどういう夫婦が多いのかを見ると、夫が望むのだ

けれども妻はノーと言っている場合が多くて、その逆は余りなかったようです。 

 さらに、夫は子供を持ちたいと思っているのだけれども妻が余り前向きではないような

御夫婦についていろいろデータを見ていくと、妻が賛成しない場合、夫が家事・育児を余り

やっていないことが分かります。要は、子供が生まれたら妻は自分に負担が全部降ってくる

から、これ以上は子供を増やしたくないと思っている。一方、夫は自分は余りやらないから、

子供が増えても家がにぎやかになって明るくなって楽しいと思っているので前向きだとい

うことで、ここで夫婦の意見が一致しなくなるわけです。 

 したがって、夫は前向きなのだったら、妻のノーをイエスに変えてやることが非常に重要

になるわけなのですが、夫が家事・育児の負担割合を増やしてやることによって妻の負担を

減らして、そうすることで子供を持つことに前向きになるのではないかと考えられるわけ

です。 

 これは純粋に理論的な話なのですが、ここから出てきた知見を政策にどう生かすことが

できるのかと考えてみると、以下のとおりに言えるのではないかと思います。一つはまず繰

り返しになるのですが、妻の負担削減に狙い打ちするのが大事だと。これまでの多くの政策

における議論では、夫婦全体で子育て負担があってそれをどう減らすかという話であって、

配分の部分は余り意識されてこなかったのです。例えば児童手当みたいな形で家計を経済

的な形で助けてやるのだけれども、それはもちろん家族にとっては助けにはなるのだけれ

ども、それがどのように使われるかまではなかなかコントロールできないわけです。結果的

に入ってきたお金が妻の負担を減らすような形で使われていない可能性があるわけです。

もちろん御家庭によっていろいろ違うわけですが、平均的には余り妻の負担は減っていな

かったのではないかと考えられるわけです。 

 ここに書いてある感じですね。児童手当、子育て世帯への税制優遇では、妻の負担軽減に

はつながらないかもしれないと。ところが、保育所が拡充されて、更に待機児童解消という

ことになると、日本みたいな社会ですと女性に子育て負担が集中しやすいのですが、こうい

う公的な制度によって妻の育児負担を削減することができれば、妻ももう少し前向きに子

供を持つことを考えられるのではないかと期待できるわけです。この意味においては男性

の育休推進も有効な少子化対策になり得るだろうと予想されるわけです。 

 もう少し具体的にどういう政策が有効そうかを考えてみたいと思います。私が考えてい

るのは、既にある３から５歳についてはおおむね幼稚園、保育園については、利用機会は十
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分あるだろうと思うのですが、０から２歳児に対する保育あるいは幼児教育の機会がまだ

まだ不十分で、これを拡大する余地はあるし、必要だろうと思っています。現在は保育の必

要性を見られるわけで、特に都市部などはそうですけれども、両親がフルタイムでないとな

かなか現実的には使えないことが指摘されていますが、親の就業にかかわらず全ての子供

が利用できるようになることが望ましいのではないかと考えています。したがって、保育を

福祉として考えるだけではなくて幼児教育として位置づけて、例えば１日の数時間、あるい

は毎日ではなくて週１日、２日といった短時間利用を可能にするような制度設計が必要で

はないかと思います。 

 こうした形で幼児教育を拡充していくことは、子供たちにとってはもちろん、その母親、

社会にとってもメリットがあると考えています。まず、子供については、日本のデータでも

我々の研究チームでも確認したのですが、言語能力あるいは非認知能力の発達を促進する

ことが分かっています。母親についても、母親の子供に対する「しつけの質」が改善、これ

はもっと平たく言うと子供をたたいてしつけることが減っているのです。体罰が減ってい

ます。また、本人が感じる子育てストレスも減少することが分かりました。そして、社会全

体へのメリットなのですが、様々な経済学の研究、海外のものを含めまして、将来の財政支

出が減ることが分かっていますし、出生率にも増えるような方向で影響があることも日本

のデータで確認されています。したがって、短期的には財政支出増に見えるかもしれないけ

れども、これは将来への投資であって長期的には回収し得るものだということが、経済学の

中ではある程度合意の取れる認識となってきています。 

 男性の育児休業も重要な目標です。男性の育児休業を１か月程度取って何が変わるのだ

という懐疑的な向きも多いのですが、海外の研究ですと、これはカナダのケベック州の事例

なのですが、育休取得でその期間ではなくて３年後の子育て時間が 90 分から 110 分に、家

事時間 70 分から 85 分ということで、２割程度伸びているのです。ということで、たとえ１

か月であってもライフスタイルが変わるような非常に意義のある１か月だということが言

えます。 

 そのためにはどんな政策が可能かというと、既に今は実質手取りの 80％程度もらえるこ

とが先ほども御指摘はあったのですが、一方で、アンケートなどを見てみると、もちろん会

社の雰囲気等で育休が取りづらいとか仕事が忙しいというのもあるのですが、収入が減る

という答えもかなり無視できない規模で回答の中に含まれているわけです。したがって、例

えば１か月限定でいいから実質の手取りが 100％になるようなところまで給付金を引き上

げれば、経済的な不安なく育休を取ることができるようになるのではないかと考えており

ます。 

 最後に、テレワークの推進も家族、子育て、特に男性にとってプラスになるということを

御紹介したいと思います。これは我々の研究グループで最近出した結果なのですが、在宅勤

務が週１日増えるとどんな影響があるかを見ています。家事・育児時間は 6.15％増える、

「家事の分担が増えた」と答える人は 10％増える、家族と過ごす時間も５％ちょっと増え
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ると。さらに、本人の価値観としても仕事よりも生活を重視、これは家族のいる人にとって

ですから、家族とともに過ごす時間が大事になってきている。気になるのは生産性に対する

悪影響なのですが、生産性をどう測るのかという問題はあるのですが、本人の認識としては

生産性は下がっていないことも報告されていますので、生産性を下げることなく家族と過

ごす時間、男性の子育て参加を進めるということが出ていますので、テレワークの推進はこ

うした家族政策の観点からも支持されるものだということが分かってきています。 

 時間になりました。以上です。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。 

 最後のテレワークのものは男性のデータということでいいのですね。 

○山口氏 男性で子供がいる人です。 

○佐藤座長 分かりました。どうもありがとうございます。 

 それでは、ここまでの議論、特に山口教授は途中退席なので議論したいのですが、その前

に大臣も御予定があるので、もし何かあればお願いいたします。 

○野田大臣 どうもありがとうございました。 

 私の少子化対策、とりわけ子ども・子育ての政策のジレンマというのは、ずっと話をして

もそれいいねで、いいね止まりで終わってしまう。道徳的に美しい話で終わって具体的に切

り込めていかない。そこをどうえげつなくという言い方は変ですけれども、数値化して、予

算を取って、先ほどの手取りもそうですが、それいいねでみんな数十年来てしまっているの

で、もういいねというのは終わりにして、早く形にして若い人たちに届けたい。今、山口先

生のおっしゃったことはほとんど私もそのとおりだと思いながら、どう実行していくのか

というところに来たのかという感じがしています。 

 実際に逆に男性にとっても育児をすると、私は実は孤独・孤立や自殺のことも一緒に担当

しているのですけれども、比較対照で子供といる方が不条理というか、そういう自分のアロ

ーアンスがつくれるのですね。仕事の面でメンタルでいろいろあったとしても、むしろ子供

といる方が計測不能な時間を自分が得るわけで、人間関係の中でそこに耐性ができるので

はないかと。そういう男性にとってもメリットが必ずやあるような気がしているので、一つ

ずつ答えを出していけば非常に違う形のパラダイムシフトが起こせるのではないか、その

波状がすごくこの国にとってもいい結果を生むのではないかということで、是非取り組ん

でいきたいと思います。 

 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。 

（野田大臣退室） 

○佐藤座長 それでは、資料の順序は入れ替わる部分はあると思いますけれども、せっかく

大臣からもコメントがありましたし、特に男性の子育て参加についてありましたので、今回、

厚労省の法律が変わったこともあります。まずはそこについて御意見を伺うことにして、そ

の後にほかのところとしたいと思います。 
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 ただ、もう一つ議事があるので、全体として４時 15 分ぐらいまで前半の議論としたいの

で、まず山口教授、あるいは男性の子育て参加のところでの質問、御意見なりを伺えればと

思います。どなたからでも手を挙げていただくかしていただければと思います。 

 天野さん、お願いします。 

○天野委員 山口先生、ありがとうございました。 

 男性の育児参加の大切さ、私も共働きで中学生の母ですので、全面的におっしゃることは

満額、野田大臣と同じ賛成意見です。それが実行されるかどうかの推進力については、どん

なに講演等でお話ししても、「いいお話でございました」と言って終わるのが悩みです。こ

れが問題だ、ということは先ほど大臣もおっしゃっているところに同様です。先生のおっし

ゃったテレワーク推進というのは本当に大事だと思うのですが、もう一つ、異動や転勤や単

身赴任というところも大事かと思います。この９月末にＮＴＴが、グループ社員 32 万人の

巨大企業ですが、原則、転勤や単身赴任を全面禁止と打ち出しました。テレワーク推進の一

環として廃止する方針にしています。全社的にリモートワークを基本とするということで

す。このように、大企業さんなどを巻きこむことが大事で、国が労働環境を変えるには限界

があると私は思っております。ＮＴＴはついに大きなかじ取りをしましたけれども、まだま

だ大企業さえも、対面ありきでの仕事の仕方をデジタルネイティブな若者で構成される時

代に言っているわけです。先生としてこれを変えていくお知恵があれば、また、海外と比べ

て日本の異動や単身赴任、転勤にこだわっているところを変えていくお知恵があればと思

ったのですが、いかがでしょうか。 

○山口氏 ありがとうございます。 

 私も単身赴任や転勤は家族にとって過剰な負担をかけるので、何でこんなことをやって

いるのかと感じざるを得ないところは大きいのですが、一方で、民間の経済活動に対して政

府が直接的に介入することも同じぐらい疑問を持たざるを得ないと思うのです。男性の育

休取得などに対してもそうなのですが、なかなか外から強制的にやることは弊害も大きい

と感じます。 

 解決策としては、例えば転勤についての統計を公開させる。そういう情報が労働市場で十

分共有されるようになるのがまず第一歩かと思います。転勤や単身赴任の重要性は余り子

育て支援の文脈で挙げられてこなかったので、私も今日天野さんに御指摘されるまで自分

ではっきり意識することはなかったのですが、もっとこの辺は言われるべきだと感じまし

た。 

 あとは、これは労働市場政策や働き方改革全体につながるところかと思います。日本だと

労働市場の流動性が低いので、おまえは東京ではなくて今度から大阪で働きなさいと子供

もいて家も買っている状況で言われたときに、そんなのでは動けないので会社を辞めて別

の仕事をしますと言えるような社会の状況ではないわけです。ですから、労働市場の問題が

いろいろなところにもつながってきているという実感もしています。 

 どうもありがとうございます。 
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○天野委員 ありがとうございます。 

○佐藤座長 山口教授に伺いたいのは、日本の場合は結婚まで働いていて、そこで辞める人

は少なくなりました。妊娠で、女性で辞める人がいたり、出産前後でかなりの人が無業にな

っているのです。男性からすると、子供が生まれたときに専業主婦という人はまだまだいる

のです。そうすると、専業主婦で妻が子育てをしますという男性について、どう育児休業を

取って子育てしてもらうか、ここなのです。つまり、専業主婦の妻がいる男性にどう育児休

業を取ってもらうかということに何かあるかどうか。 

 もう一つは、育児休業を取っても、先ほど１か月育児休業を取るとその後に変化があると

ありましたけれども、１か月で何をするかがすごく大事だと思うのですが、専業主婦の妻が

いるとどの程度子育てするかなのです。つまり、専業主婦の妻がいる男性も育休を取っても

らい、ちゃんと子育てをしてもらわないと、その後、妻が専業主婦だからということで子育

てしないとまずいと思うのですけれども、日本の難しさはそこにあるかと思うのですが、そ

の辺はどのようにお考えでしょうか。 

○山口氏 男女の性別役割分業がかなり強くなっているので、場合によっては自分たち家

族だけから見ると、完全に妻が専業主婦で夫は何も家事・育児をしないのが経済的な意味で

合理的なスペシャライゼーションになるというのはあり得ると思います。しかし、同時に、

専業主婦が 24 時間四六時中全ての育児の責任を負わされることをハッピーに感じているか

というと、恐らく違うと思うのです。アンケートなどもあると思うのですが、そこに対して、

男性もたとえ妻が専業主婦であったとしても、個人的には育児は男がやっても楽しいこと

だと思うのですが、もう少しやる機会が増えてもいいなと思っています。 

 そして、妻が専業主婦の場合には、男は出番がないと考えがちではあると思うのですが、

ここは育休を取って生まれてすぐの１か月にきちんと育児の参加をしておくと、その後、や

りやすいと。例えば特に第１子だったら、妻もどうやって子育てしていいか分からないとこ

ろなので、一緒に（通信不良） 

（機器調整） 

○山口氏 繰り返しになるのですが、日本だと男女の性別役割分業が非常に大きくなって

しまっているので、とはいえ、専業主婦も子育てを四六時中やらされることはハッピーでは

ないかもしれない。そういう意味では、男性がたとえ妻が専業主婦であっても子育てするこ

とは本人にとっても楽しいことだと思いますし、妻にとってもメリットがあるだろうと思

います。 

 子育ては途中から入るのは物すごく難しいと思うのです。妻は子育てに慣れているのに

夫は初めてで入ってくると、非常に手際が悪くてけんかにもなりかねない。そういう意味で、

第１子が生まれた最初のときに男性が育休を取って、妻も初めてというときに夫も初めて

で一緒に頑張って子育てをスタートさせるのが、長期的に見てもプラスになるのではない

かと考えています。 

○佐藤座長 普通の働いている方の産後６週間は強制休業なので、その期間は少なくとも
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妻が専業主婦でも男性が子育てに関わることはすごく大事かと思います。 

○山口氏 おっしゃるとおりです。 

○佐藤座長 松田さん、お願いします。 

○松田委員 ありがとうございます。 

 山口先生、内閣府、厚労省の皆様、御説明ありがとうございました。 

 山口先生に対して２点、育休とは別に保育に関するものと現物給付、現金給付、この点に

ついて御質問あるいは意見をさせてください。 

 １点目は保育の受け皿です。保育所の整備が大事というのは正におっしゃるとおりだと

思います。そこで、まず質問を先にさせていただいて、その背景を少し申し上げます。まだ

少し理解できなかったのですけれども、もっと保育所をつくるということなのでしょうか

というのが質問です。この質問の背景を申し上げますと、今日の厚労省様の資料のとおり、

我が国は保育所整備をかなり充実させてきている。今、８割の自治体は、待機児童はいない

わけです。私としては、これは保育所をどんどんつくっていくステージから、いかに今の既

存施設を十分活用し、地方は淘汰（とうた）されてしまう可能性があるので、それをいかに

残すかなのかと思っておるのですけれども、具体的にどのように保育所をやっていくのか、

この点をもう一度教えてください。これが１点目です。 

 ２点目は、現物給付、現金給付、これは経済学と社会学の対立かもしれませんけれども、

私としては現物給付であれ現金給付であれ、この国に必要なものは拡充する必要があるの

ではないかという立場です。その上で質問ですけれども、今日の山口先生の資料の３ページ

です。ここは現金給付、現物給付、そして税制まで加えた。これは、私は新しく見た資料だ

と思います。これを見ますと、日本は確かに少ないのですけれども、内閣府さんが最近公表

したデータですと、現物給付に対して日本は 2017 年時点のフランス並みにもうなったはず

なのです。だから、現物給付を更に拡充するなとは言いませんけれども、かなりの水準に来

ているのではないかというのが私の感覚です。ですから、更に拡充するのであれば、何が優

先課題なのか。また、山口先生の資料を拝見すると、現金給付の方がここから更に差が開い

たのではないでしょうか。これは恐らく税制も加えたからだと思うのです。これを日本は充

実させる必要はないのかどうかというのが質問です。 

 以上です。 

○山口氏 ありがとうございます。 

 １点目、保育はこれから少子化も進んでいるから余るよねという話と関連していると思

うのですが、その点については、むしろ今の余りかねないような保育を十分に活用しようと

いうような提案です。今、保育の利用資格がないような子供たち、例えば母親が専業主婦で

あった場合には全く使えないわけですね。そうした子供たちにも０から２歳児への保育を

幼児教育として位置付け直すことによって利用資格を与える。そういうことによって、現状

が続けば供給過剰になるかもしれないけれども、その部分をうまく活用して利用可能な利

用資格を広く取ろうという提案です。 
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 ２点目なのですが、2019 年の数字というので、私もどこかで内閣府のものを見たことが

あるのですが、松田先生がおっしゃっているのは具体的にどの統計か今確認することはで

きないのですが、そのときに見た数字ですと、ひょっとしたら松田先生が御覧になったもの

と違うかもしれないのですが、高等教育に対する奨学金を含んだ数字を現物給付として計

算していたのです。そういうスタンスもあるのかと思うのですが、例えば「OECD Social 

Expenditure Database」ですと、通常国際比較に使われるのですが、幼児教育以外の教育関

連支出は含まないというルールで国際比較をすることになっているのです。ですから、その

数字だと確かに大きく出るし、高等教育に対する支出は社会的に意義があることは全く賛

成なのですけれども、それを国際比較の子ども・子育て支援に対する公的支出には含めない

のが普通なのではないかというのが私の認識です。 

 それでお答えになっていますでしょうか。 

○松田委員 ありがとうございます。 

 １点目に関しては後半の議論で私も言及しようと思っていました。ありがとうございま

した。 

○山口氏 ありがとうございます。 

○佐藤座長 ほか、山口教授あるいは厚生労働省、内閣府等々に、いかがでしょうか。 

 榊原さん、お願いします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 山口先生のお話、非常に示唆に富んでいました。ありがとうございました。 

 特に８ページです。０から２歳児への保育・幼児教育の機会の拡大をというところで、親

の就業にかかわらず全ての子供に利用機会をと言っておられるのは、これはＯＥＣＤの主

要国が既にやっている０歳からの教育の保障、幼保統合の上に保育を保障するという子供

の権利としての保育保障のことですね。それを日本でもやる意味があるということがエビ

デンスでも分かっているという御主張だという理解でよろしいわけですね。ありがとうご

ざいます。 

 その場合、日本では福祉の施設としての保育所と教育機関としての幼稚園という分断と

いうか、制度の縦割りが今も続いていて、一体どうやって全ての子供への保育保障に転じて

いけばいいのか、一体どこから手をつけるべきだとお考えなのかを教えていただきたいと

思いました。よろしくお願いします。 

○山口氏 ありがとうございます。 

 組織をどのように構成したらいいのかというのは、私は行政学は余り詳しくないので、具

体的にこういう形にすれば幼保統合はうまく進むのだというのは知恵が足りないところで

すので、他分野の専門家の先生にお伺いしたいところです。外から議論を見ている範囲でも

かなり難しそうだとは思うので、今回私からの御提案としては、大きな方向性を示すところ

でとどめさせていただきました。 

○佐藤座長 駒村委員、お願いします。 
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○駒村委員 山口先生、御無沙汰しています。慶應義塾の駒村です。 

 非常に私も同意する部分が多く、今、榊原さんと議論があった全ての子供に保育、就学前

の教育を保障するというのは、従来の専業主婦世帯が利用できない、そして、専業主婦の家

の子の保育は家でやるのがいいに決まっているという前提、これまでの家で子育てする方

がいいに決まっているだろうというのに対して一つ大事な投げかけだったかということが

分かったので、これは今のような保育政策が両立支援、共働き支援というよりは、家族支援

であり子ども支援であることを明確に主張されているので、大きな転換を御主張されてい

るのだと思って評価しました。ありがとうございます。 

 認定こども園のような両方の機能を持っている施設もあるわけですね。これがなかなか

そういう意味では普及してこない。これは一体何なのかはむしろ本当に行政側の方でしっ

かりと明らかにしてもらいたい。ある自治体で議論したときには、「先生、需要がないので

す」と言われたのですけれども、その需要とは御両親の需要ですかと聞いたら、「違います、

施設側がやりたくないとおっしゃっているのです」ということでした。では、何がブレーキ

をかけているのかきちんと調べていただきたいと思いました。ありがとうございます。 

 そして、これは厚労省に対する質問になるのですけれども、11 ページの放課後児童クラ

ブ、30 万人を増やすというのは大変いいことだと思います。これは供給サイドについてス

タッフの見込みはついているのかどうか、きちんとしたクオリティーを維持しながらこれ

だけのスタッフが確保できる見込みがついているかどうか教えてください。いかがでしょ

うか。 

○佐藤座長 厚労省の方、いらっしゃるのかな。資料２の 11 ページのところです。もしお

分かりになればお願いします。 

○鈴木厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長 子育て支援課の鈴木です。 

 先ほどの質問の、30 万人分の受け皿の整備ですけれども、運営費という観点からいくと

見合った予算を計上していますが、人材確保の観点の質問であれば、基本、放課後児童クラ

ブの支援員は従事要件と研修を受けた者がなることになっているのですけれども、その研

修の体制につきましては、国の方でも様々研修経費等を自治体に支援して、支援員の確保は

自治体の方で進めるように、そのようなバックアップはしているところでございます。ただ、

自治体の声を聞くと、クラブを整備するに当たって人の手当てはかなり難しいという声も

聞かれるところであります。 

 答えになっているか分かりませんが、以上です。 

○駒村委員 ありがとうございます。 

 意欲的なアイデアだと思うのですけれども、保育士同様、適切なスタッフがそろわないと

進まないと思います。どのぐらいのスタッフを確保するという見込みを立てて議論されて

いるか、あるいはスタッフが集まらない理由は一体何なのか、ちょうど政府からも公定価格

云 （々うんぬん）という議論も出ていますけれども、これが公定価格の対象になるのかは分

かりませんが、少しスタッフの確保が難しいのならば処遇も含めて調べていただき、クオリ
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ティーの高い方を集めていただきたいと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 まだ御質問があるかも分からないのですが、山口教授はここで退席しなければいけない

ので、お忙しいところを御報告いただきまして、どうもありがとうございました。 

○山口氏 こちらこそありがとうございました。 

（山口氏退室） 

○佐藤座長 それでは、今日は２時間半と長い会議なので、ここで５分休憩します。背伸び

しないと体によくないので、その休みの後で村上さんということで、22 分ぐらいに再開し

たいと思います。 

 では、５分休憩です。 

 

（休  憩） 

 

○佐藤座長 それでは、この後の進め方は、まず村上委員の質問を伺うようにします。その

後、本来はこれまでに御説明を伺う厚労省からの妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな

い支援について村上委員の御質問の後に御説明を受けて、その後に内閣府子ども・子育て本

部から「地域・社会における子育て支援」のお話を伺って、その後、今日ヒアリングをしま

す奥山理事長からお話を伺って、その後で議論としたいと思います。 

 最初に、村上委員からお願いいたします。 

○村上委員 ありがとうございます。手短に申し上げます。 

 先ほど天野委員と山口先生のお話の中で、少し企業に対してどう言っていくのかという

点がございました。なかなか経済的に命令するようなことは難しいということでもあった

のですけれども、「『ビジネスと人権』に関する行動計画」を既に去年の秋に政府で持たれて

います。今日の厚労省さんのお話にもあった、男性の育休を希望したけれども取れなかった

人がこんなにたくさんいるという 22 ページの数字ですね。これは労働者の権利が満たされ

ていないケースがこれだけあるということで、ここに対してきちんと人権の問題として企

業が取り扱うべきだという例示といいますか、「ビジネスと人権」という観点から意識して

もらうのがまず第一歩なのではないかと思います。 

 現在は、男性で育休を取れることは権利というよりも恵まれた人という感じだと思うの

です。そこをまず正していく必要があるのではないかと思いまして、「『ビジネスと人権』に

関する行動計画」へのつなぎ目というか、そういうものをここにいらっしゃる皆さんでお持

ちなのかということをお伺いしたいと思いました。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。 

 法改正で来年からは企業としても男性に子育て参加を積極的に勧めて、取りたい人には

取ってもらうようにしなければいけないこともありますので、その辺も含めて村上委員の
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言われたような取組は大事かと思います。 

 それでは、先ほど僕が飛ばしてしまったのですが、厚労省の方に「地域・社会における子

育て支援」のうち妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の担当の方、御説明をお願

いいたします。資料２の 32 ページからになります。 

○山本厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 ありがとうございます。厚生労働省母子保

健課の山本と申します。 

 資料の 33 ページをお願いいたします。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に

ついてですが、これまでの取組としましては、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相

談支援等を提供するため、平成 28 年度に母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センタ

ーの設置を市町村の努力義務として法定化いたしました。 

 また、令和元年度に引き続き母子保健法を改正し、出産後１年を超えない女子及び乳児に

対する産後ケア事業の実施をこれまた市区町村の努力義務として法定化したところです。 

 その後の進捗状況を右の下に関連するデータで、平成 29 年から令和３年までのそれぞれ

のセンターや産後ケア事業、産前・産後サポート事業の実施状況、幾つの市町村が実施して

いるかをお示ししていますが、それぞれ数は増えていっている状況です。また、予算でもそ

れぞれの質と量を充実させるような取組、例えば子育て世代包括支援センターでありまし

たら、社会福祉士や精神保健福祉士を配置できるような予算措置でありますとか、産後ケア

事業でありましたら、これは概算要求の段階ではありますが、補助単価の見直しであります

とか、利用料の問題もありますので、住民税非課税世帯に対する利用料減免等を要求してい

るところであります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響については、詳細な資料は 36 ページ、37 ページに詳し

いものをつけさせていただいておりますが、令和２年度第３次補正予算で、こちらは今年度

も利用可能となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていらっしゃる

妊産婦の皆様のために寄り添い型の支援を行えるような事業でありますとか、また、分娩前

に不安を抱えていらっしゃる妊婦さんがウイルス検査を受けられるような事業、オンライ

ンで両親学級等を行えるような事業、里帰り出産ができない妊婦さんに育児等支援をする

ような事業、また、37 ページにありますような乳幼児健診を個別健診で実施することも可

能な事業を補正予算等で確保しているところです。 

 今後の課題と取組ですが、子育て包括支援センター未設置の市町村もありますので、ちゃ

んと開設していただけるようにということで、職員の雇い上げや協議会の開催等の支援を

して、センターの設置促進を図っていきたいと思っております。 

 また、市町村が設置できない課題もあるかと思いますので、都道府県が連絡調整会議や研

修を実施いただけるような部分についても支援をさせていただきたいと考えています。 

 新型コロナの対応についてはその他報告事項のところ、資料６－１、６－２でもお付けし

ているところですが、少し御説明をさせていただきたいと思います。 

 昨年度の厚生労働科学特別研究事業で、新型コロナウイルスで今までにないような状況
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と。具体的には学校の一斉休校でありますとか就業制限、他者との接触の制限、外出自粛な

どがあったわけですが、それが予期せぬ妊娠等にどのような影響があるのかという調査研

究を実施しております。 

 詳細につきましては厚生労働科学研究のデータベース、URL を次のページにつけさせてい

ただいておりますので、そちらを御覧いただければと思いますが、その中で、一つには妊娠、

避妊に対する意識や行動がどのように変わったのかという調査を行っています。こちらは

１万人の方、結構大規模な調査となっておりまして、大規模で一般社会で性行動がどのよう

に変わったのか、妊娠や避妊はどのように変わったのかという調査をしています。また、人

工妊娠中絶がどう変わったのかについては、産婦人科の医療機関に対する調査を行ったり、

性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談の変化があったのかどうか、また、

生殖医療についても何か変わっているのかどうかという調査を行ったりしています。 

 次のページをお願いいたします。具体的な結果ですが、人工妊娠中絶の件数については激

減というのがこの間の変化で、特に中期人工妊娠中絶の増加も認めませんでした。コロナの

影響については、コロナの影響で人工妊娠中絶を選択した方は 7.7％とそんなに多くなかっ

たと。しかも、その理由もほとんどが収入減少などの経済的な理由が多かった。性暴力の増

加という答えではなかったということでした。先ほど御紹介した１万人の調査でもパート

ナー間の暴力の頻度は４％ということでありまして、自粛の時期にはむしろ減少の傾向で

あったということであります。 

 ワンストップセンターの調査では、強制性交等の被害状況については前年と実質はほと

んど変わらないものの、外出先の強制性交等被害は、自粛期間中は減少し、DV 等によるも

のがやや増加した可能性が示されています。詳細についてはこちらのデータベースも御覧

いただければと思います。 

 資料６－２、お願いいたします。ありがとうございます。 

 妊娠中の方の新型コロナワクチンや新型コロナウイルス感染症対策について、厚生労働

省母子保健課でも様々な啓発をさせていただいておりますので、御紹介をさせていただき

ます。 

 まず、こちらは８月 23 日付に事務連絡を厚生労働省の予防接種室と一緒に出したものに

なります。妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、特に妊娠後期は重症化しやすく、早

産のリスクも高まるとされています。妊娠中の方の感染例もその当時多数報告されている

という中で、関係学会からも妊婦等への新型コロナワクチンの接種に関する呼びかけがな

されているということで、妊娠中のコロナワクチンの接種についての事務連絡を出させて

いただきました。 

 あわせて、次のページをお願いいたします。妊婦の方々に割とピンク色でコンパクトにま

とまったリーフレットも作成させていただいておりまして、実際に感染が妊娠に与える影

響がどうなのか、妊婦の感染が胎児に与える影響、こちらは感染した妊婦から胎児への感染

はまれだとされていることや、ウイルスが原因で胎児に先天異常が引き起こされる可能性
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は低いというようなことを発信させていただいております。 

 また、新型コロナワクチンについても、日本で承認されているワクチンが妊娠や胎児、母

乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はないことを周知させていただいているところで

す。妊娠中の時期を問わず接種をお勧めするということを書かせていただいております。 

 次のページをお願いいたします。二つ目の欄に「各都道府県等の相談窓口の設置について」

ということで書かせていただいております。妊婦の方々が実際に新型コロナウイルスに関

連したいろいろな不安や悩みをお抱えになったときに相談できる窓口ということで、各都

道府県等に設けていただいています。適宜更新もさせていただいておりますので、こちらも

周知をさせていただいているところです。 

 母子保健課からは以上になります。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、内閣府子ども・子育て本部より「地域・社会における子育て支援」について、

資料３で御説明いただければと思います。 

○水野企画官 内閣府子ども・子育て本部でございます。 

 資料３を御覧いただければと思います。 

 １ページ、地域における子育て支援についてということでございます。左上、これまでの

取組でございますけれども、少子化社会対策大綱といったものも踏まえまして、様々なニー

ズに対応して各種事業を行ってきている状況でございます。 

 次のブロック、現状・進捗状況ということで、トピックでございます。①で書いてござい

ますが、今年法律改正をさせていただいたところでございます。 

 ２ページをお願いいたします。赤くしているところでございます。上の表題「子ども・子

育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律」、これが今年の５月に成立をしてござい

ます。後段（２）の児童手当の方ばかり注目が集まりましたけれども、（１）で子ども・子

育て支援の制度改正、この後御説明いただく奥山先生にも御協力いただきまして、無事に成

立をさせていただいたところでございます。 

 内容は次の３ページにありますが、時間もありますので割愛させていただきまして、４ペ

ージまで行っていただければと思います。表題で書いてございます「多機能型地域子育て支

援の新たな展開に向けた対応」ということでございます。イメージとして下半分、特に左側

が今の状況でございます。私ども国から各種事業の実施をお願いしてございます。ただ、そ

れが左下の中の右上にある市役所、行政を中心にして回っているのではないかという問題

意識がございます。 

 右側にそれが行きますと、関係機関、丸くなってございます。多機能型地域子育て支援と

いうことで、いろいろな子育て支援の担い手の事業者の方々がいらっしゃると思います。そ

ういった方々が丸くそれぞれがつながっていくということができれば、よりよい子育て支

援になるのではないかと思ってございます。その中に各種事業を書いてございます。例えば

認定こども園でございますけれども、先ほど委員からもございましたが、おかげさまで数自
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体は毎年 1,000 ずつぐらい増えてございまして、今 8,600、9,000 ぐらい、通っているお子

さんも 100 万人ということでございます。数的には幼稚園とほぼ同規模というところまで

になってございます。 

 認定こども園は地域子育て支援を義務化されておる園でございますので、そういったと

ころが一つの核になる場合ですとか、右側のピンクのものについては各種事業、それぞれ一

つずつ少しずつしかやっていない場合であっても、各種そういった法人さんたちが連携を

することによって地域としてはその支援ができるのではないかといった発想でございます。 

 １ページにお戻りいただきまして、申し上げたのが現状・進捗状況①でございます。②、

今年度の令和３年度の予算においても幾つか支援をさせていただいてございます。一つ目、

利用者支援事業で連携の体制の加算、二つ目、ファミリー・サポート・センターにおいても

地域子育て支援拠点との連携の加算、三つ目、（地域子育て支援）拠点事業においても休日

の育児参加促進に関する講習会の実施、こういったものに予算をつけさせていただいてい

る現状でございます。 

 その下、今後の課題と取組方針でございます。①でございます。先ほど申し上げた法改正、

関係機関の連携の内容、こういったものを基本の指針に入れ込む改正を今後予定してござ

います。 

 あわせて、先ほど申し上げた事業の数値状況は右上の関連するデータのところに載って

ございます。これまでの実績は別途後ろの方に資料をつけてございますけれども、伸びては

きてございます。この目標値に向かって、先ほど申し上げた予算上の支援も含めて、引き続

きしっかりと支援をさせていただければと思ってございます。 

 私からは以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、お待たせしましたが、ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事長の奥山理

事長から「地域・社会における子育て支援」についてお話しいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○奥山氏 よろしくお願いいたします。このような機会頂きまして、ありがとうございます。 

 では、現場の状況なども含めてお話をさせていただきたいと思います。資料の量も多いの

で、かいつまんでお話しします。 

 こちらで少し事業概要を説明させていただきます。今、内閣府さんから御紹介がありまし

た地域の子育て支援は市町村事業となっており、市町村でかなり取組に差がある状況です。

地域子育て支援拠点事業というのは、乳幼児子育て家庭の交流の場ということなのですけ

れども、横浜市の港北区で３か所運営をさせていただいております。そして、ファミリー・

サポート・センター事業、これは地域人材で保育所や放課後児童クラブの送迎などを主にす

るような事業です。７割から８割が送迎になりますけれども、例えば当法人では１か月

1,000 件のコーディネートをしています。ですから、１日 20 か所で送迎活動がされている

状況です。 
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 それから、先ほども御紹介がありました利用者支援事業というのは、相談を受けて、更に

必要なサービスにつないでいく事業になっておりまして、いわばコーディネート事業です。

これが常勤で「どろっぷ」という施設と「どろっぷサテライト」という施設に１人ずつ配置

されている状況です。 

 保育所も運営しているのですが、今日、山口先生がおっしゃった保育の関係で、専業主婦

家庭、就労していない家庭にも一定の保育が必要だということなのですが、正にこのグルー

プ預かり「まんまーる」、もう 10 年以上やっていますけれども、これは就労ではない方のお

子さん、２～３歳児対象となっていますが、４月の時点でまだ２歳児ですから幼稚園に入れ

ないお子さん対象ということなのですが、どういうグループ保育かというと、月曜会員、火

曜会員というように固定のメンバーで８組、８人のお子さんを１年間通じて預かるという

ものなのです。ですから、同じメンバーで１年間過ごすわけです。時間は９時半から 13 時、

お弁当を持ってきていただいて、３時間半ぐらいの保育なのです。これはニーズがあるとい

うことで、私たちは 10 年間やっています。幼児教育という観点で同じお子さんを１年間見

るということなのです。ニーズとしては発達に少し不安があるとか、大きな保育所や認定こ

ども園に入る前に小規模のグループ保育で慣らしたいということや、下に赤ちゃんが生ま

れて上の子を十分遊ばせられないのでここを活用している。でも、補助が入っておりません

ので、１か月 13,500 円（月３回）などかかってしまうという内容になっています。 

 産前・産後ヘルパー派遣事業、これも事業者登録をさせていただいていますが、今、１か

月 200 件ぐらいさせていただいています。ニーズがどんどん拡大している状況です。産前か

らの切れ目ない支援の中で産前・産後のヘルパーは非常に重要だと思っております。 

 子育てひろば全国連絡協議会は、こういった乳幼児子育て家庭の交流の場である地域子

育て支援拠点を実施されている方々の研修やネットワークづくりをサポートするための全

国組織として位置づけられています。 

 いろいろ調査研究、研修など最近はオンラインが多いですけれども、させていただいてい

ます。 

 ここを見ていただきますと、専業主婦かどうかに限らず育休中に孤立してしまう状況、更

に先ほどもお話がありましたが、子育てのスタート時に夫の転勤等に伴い全然見知らぬ土

地で子育てをしなければいけない女性たちが非常に多いわけです。こういった声が日々聞

こえてきているということです。 

 横浜市の調査で、これは２万 8,000 世帯に聞いているものなのですけれども、赤ちゃんが

生まれる前に赤ちゃんの世話をしたことがあったかという設問に、４分の３がありません

でしたと答えています。おむつを替えたり、ミルクをあげたりという経験なしにいきなり母

親、父親になっているということです。 

 産前・産後の支援の必要性なのですけれども、見ていただきますと、母子健康手帳をもら

うときには情報が多過ぎて分からないとか、産後ケア事業の話もありましたが、ネットで申

し込めたのはよかった、実はなかなかネットで申し込めないところが多いのですね。それか
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ら、特定の方、例えば産後ケアのデイケアなども拡充はされてきていますけれども、使える

かどうかの判断は行政側の判断になりますので、希望してもそれが使えるかどうかは本人

が決められるものではないのです。ですから、まだまだ身近には提供されていない可能性が

高いということです。産後ケア事業の周知に関しても、産後４か月までしか使えないのでも

っと情報を早く欲しかったということなど、まだまだ課題があるかと思います。それから、

両親教室はコロナでかなり中止になりましたので、オンラインで提供されるようになって

きて、皆さん、少しずつ参加されている状況だと思います。 

 今日は妊娠期から地域でサポートする切れ目ない支援、支援サービスの拡充、情報発信、

オンライン化、こういったことをお話しさせていただければと思っています。 

 妊娠期から地域とつながることでの安心感があると思いますので、産前・産後のサービス

提供、利用促進、そういったことも含めてまだまだ十分ではないと思っています。産前・産

後サポート事業も産後ケア事業も先ほど御紹介があったのですけれども、まだ取り組んで

いる自治体が半分以下ということだったり、訪問型は使っているけれども、まだ宿泊型やデ

イサービス型は身近になっていなかったりするのが現状ですし、ヘルパー派遣は 34％ぐら

いの自治体しか取り組んでいませんので、これは自分の市町にあるかないかが、住んでいる

ところで大きく異なってしまう可能性があります。 

 それから、両親の学びの場が非常に重要ですね。それは御家庭が専業主婦だろうが、就労

家庭だろうが、男性を巻き込んでいくという意味で最初のスタートが重要になってきます。

この学びの場である両親教室と出産後のピアサポート、グループ支援といったところは丁

寧にやっていかなければ、意識啓発が必要な分野ではないかと思っています。 

 ひろば全協（ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会）ではプレママ・プレパパ応援プロ

ジェクトということで、企業さんにも地域の拠点の案内といったところで地域情報をキャ

ッチしてほしいということで、パンフレットなどもつくっているのですが、なかなか私たち

も企業とつながる手立てがなくて、こういったリーフレットも本当はもっと配りたいと思

っているところです。ウェブでうまくつながっていけばいいのだろうとは思っています。 

 全国の拠点事業、7,700 か所ぐらいあるのですけれども、全ての都道府県の拠点の情報な

ども私たちのサイトの中に入れさせていただいております。 

 これを見ていただきたいのですが、コロナ前とコロナの後の影響が出たものなのです。１

年前と去年の秋の比較のデータです。これを見ますと、産院での両親教室も市町村の両親教

室も激減してしまって、学びの場がなかなか厳しくなった状況がよく分かるかと思います。 

 里帰りの有無、手伝いの有無を見ているのですけれども、これを見ますと、コロナ以前は

５割が里帰り出産、これも非常に日本の特徴的なところなのです。だから、子育てのスター

トから夫婦で一緒に、それを実現するためには地域資源、地域サービスがないと難しいので

す。そのために妻が１か月帰ってしまう。これは男性にとっても女性にとっても残念かもし

れないと私自身は思っているのです。だけれども、地域のサポートがないからそうせざるを

得ないということだと思うのです。コロナの影響で里帰りもできなくなり、また、一定程度
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の手伝いも減ってしまい、２人、夫婦のみでやり切った家庭も増えたわけなのですが、そこ

をもっと地域が支えなければいけない、そういったところが足りていないと思っています。 

 これは横浜の調査で、アウェイ育児、いわゆる母親が自分が育ったところではないところ

で子育てしている人が 73％、両親ともに横浜市外が６割という状況です。 

 私たちの方でもいろいろ工夫して、切れ目のない支援ということで情報提供したり、具体

的な支援につながるようなプログラムを入れさせていただいたりしているところです。助

産師さんに来ていただいたり、オンラインで学んだ方に１組ずつ来ていただいて沐浴（もく

よく）体験をしていただいたりだとか、そういったものをやっています。プログラムの中で

も切れ目のない支援という形で妊娠期、出産後、こういった形でプログラムを入れて、うま

く来ていただけるように、地域につながるように配慮しているところです。 

 子育て支援サービスの拡充なのですけれども、敷居の低い寄り添い型の支援体制づくり

が求められていることと、先ほど内閣府さんから紹介があった多機能型支援、ワンストップ

型ですね。そういったものも必要だと思っていますし、一時預かり、ファミサポ、各種ヘル

パー派遣、こういったものの地域人材の育成なども重要だと思っています。この辺は後で見

ていただければと思います。 

 これが多機能型のサービス、つまり、一つのサービスではなくて複数のサービスを使った

方の方が非常に高い支援効果が見られたという調査結果も出ておりますので、皆さん、遠慮

して使わない、それから、自分が使っていいサービスかどうか分からないといったことがあ

るものですから、使っていいのだよという後押しであったり、つなぎであったりが重要だと

思っています。 

 この辺は拠点の利用者支援事業、先ほどのコーディネーターがいるとどんな効果がある

かということで、皆さんが遠慮しがちなところを、しっかりそれは使っていいし、使えるサ

ービスはこういうものだし、ここならば開いているよと具体的に後押ししてあげないと、皆

さん、本当に遠慮してしまう。自分が我慢すればいいと思ってしまうのです。そこをそうで

はない、ちゃんと社会が応援していくのだということを伝えていく努力が非常に重要だと

思っています。 

 この辺は先ほどあった多機能型のサポートの話です。 

 一時預かりなのですが、先ほど私もグループ保育の話をさせていただきましたが、一時預

かりは知らないところにお子さんを預けるという非常にハードルの高いものなのですね。

ですから、保育園等、行ったこともないところにいきなり預けるというのは、預かる側も預

ける側も非常にハードルが高いのです。ですから、私たちは地域子育て支援拠点、いつも親

子が来ているところで一時預かりができればいいということで運動していまして、私たち

の拠点でも一時預かりをさせていただいています。場所見知りはお子さんにとって大きい

です。ですから、慣れた場所で預かることは非常に重要だと思っています。 

 ただし、今、95％が保育所、認定こども園で一時預かりは実施されています。そういうこ

とを考えると、もっと実施する場所を考えることも必要だと思いますし、これを見るとたっ
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た３日です。この数は年に３日程度しか利用していない・できていないというデータなので

す。ですから、一時預かりでいいのか、それともグループ保育という形で定期的に保育園を

活用してやっていった方がいいのか、もっとここは議論が必要な部分ではないかと思って

おります。 

 これは先ほどありました子どもの発達保障、幼児教育という面と、親のレスパイトという

面と二つメリットがありますので、是非拡充をしていっていただきたいと思っています。 

 ただ、ここで一時預かり事業は、必要なものとしては挙がってくるのですけれども、金額

が負担であると。ここです。「費用面の負担が大きい」ということが出ておりますので、も

うちょっと使い勝手のことや、子どもを預けるのに不安だということを払拭するような内

容、費用面の負担の軽減、こういったところが必要になってきていると思います。 

 最後にヘルパー事業なのですけれども、いろいろあるのです。厚労省の方が予算をつけて

いる。だけれども、産前・産後のヘルパーに関しては市町村でやっているので国の補助がな

いとかいろいろあって、このヘルパーについて整理が必要だと私は思っています。というの

は、地域側ではここに伺うヘルパーは結構同じ方が行く可能性も高いわけなのです。ですか

ら、体系立った研修だとか、大変な御家庭に行くことが多いので研修の必要性は非常に高い

と思いますし、家事支援のところのニーズも非常に高いですから、食べ物を提供するという

ことでもありますので、ヘルパーのことはニーズも高い。先ほど山口先生が女性の負担軽減

が大事だとおっしゃった、正にそれなのです。ですから、この辺りはもう少し国の方でも整

理してもらえるといいなと私からは申し上げたいと思います。 

 これは横浜市の産前産後ヘルパー派遣の資料です。 

 オンラインの子育て支援の補助金なども出ておりますけれども、こういったものもうま

く活用して、これまでつながりにくかった家庭への対応ができるメリットもあると私たち

もいろいろ調査研究をしながら思っているところです。ただ、民間レベルの取組が先行して

いて、この使い方や統計上の整理といったものはまだできていないのです。ですから、オン

ラインをこれからも使っていくとしたら、その辺の整理やガイドライン作り等が必要かと

思っているところです。 

 ＩＣＴ化をもっと促進していかないと、私たちの分野も困ると思っています。相談の記録

を提示してくださいと言われても、いつ相談に来た方か分からないというのでは困ります

ので、この辺りの記録だとか、そういったものを取り出しやすくするためにも、ＩＣＴの活

用は必要だと思っています。 

 そして、少子化対策なのですけれども、子育て支援のところ、この拠点事業でも実はまだ

数的には増えているのです。少子化なのだけれども利用者が増えていると答えてくださっ

た自治体が何と３分の１あるのです。拠点の利用者は減少しているという自治体が３分の

１、増えているところが３分の１、どちらともいえないというのが３分の１です。 

 この差を見てすごく面白くて、ちゃんと自治体が周知をしている、拠点事業の周知及び認

知度を高める、それから、支援内容を見直す、開設日数を変える、増やす、つまり、拠点事
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業は、最初は専業主婦家庭の支援的な位置付けだったのですが、今はそうではないのですね。

土日も開けて、保育所に行っている方たちも土日に利用してもらえる場所なのです。ですか

ら、そういう意味で土日もちゃんとやっているといったところは利用者が増えているわけ

なのです。 

 この白い部分の「増加傾向にある」というところが非常に重要で、黒いところを見ると、

働く人が多いからとか、対象児童が減っているからと諦めているわけです。そうではないと

いうことが、この白いデータで裏づけられたと思っています。 

 ということで、そんな調査研究も昨年ありましたので、御紹介させていただきました。 

 私たちは人生のスタートを孤立させないということで、地域にうまくなじんでいただい

て、在宅ワークが増えて、実は地域のボランティアをしたいというお父さんたちも増えまし

た。そういう意味で、子育て家庭が地域にも関心の目が向いているというのがここ１～２年

の状況だと思っています。 

 ということで、みんなで子育てということ、自分たち家族だけでなくて社会が応援する、

そういった社会づくりをもっとやっていかなければいけないと思っております。 

 以上です。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。お待たせしてしまってすみませんでした。 

 それでは、奥山さんの報告やこの前に内閣府、厚労省で関係する「地域・社会の子育て支

援」に関わる点でも構いません。 

 松田さん、お願いします。 

○松田委員 そうしましたら、本日資料７として、私自身の資料も提出させていただいてお

ります。これを紹介させていただきまして、それから今の奥山先生などに関連しまして、意

見や質問をさせていただきたいと思います。手短に申し上げます。 

 資料７、これは私の共同研究ですけれども、昨年、新型コロナウイルスの感染拡大が起き

たときに、その夫婦の出生計画ですね。それに変化があったかどうかという分析をしたもの

です。限られたサンプルですけれども、全国サンプルになっております。ポイントだけ述べ

させていただきます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから 2020 年 11 月時点までの間に追加出生計

画を見直したかどうか、これを分析しております。この分析方法は、ヨーロッパで同様の調

査がこの時期に行われていまして、それを参考にしています。 

 調査結果のポイントだけ２点申し上げます。我々の分析ですけれども、二つの知見が得ら

れました。一つ目は夫の所得が低かった家庭ほど追加出生を先送りしている、又は追加出生

意欲も下がっていたということです。二つ目です。妻が専業主婦である家庭の方が、妻が就

業していた家庭よりも追加出生を先送りしていたということです。これは所得の効果では

ないということです。 

 インプリケーションを二つ読み上げさせていただきます。これは本日の奥山先生のお話

にも関係すると思います。一つ目は、新型コロナウイルスの感染拡大によって出生は我が国
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でかなり下がっています。その理由はまだよく分かっていないところがあります。しかしな

がら、我々のところから、二つは効果として効いていた可能性がある。一つ目は、経済的に

苦しい世帯ほど追加出生を断念したりしていたということです。これは子育て世帯への経

済的な対策の課題があるのではないかということです。二つ目、専業主婦世帯において追加

出生の抑制が多かったということです。これは、コロナ禍において必要な社会的な支援を受

けられなかった可能性があるのではないかということです。先ほどの奥山先生の資料にあ

りましたけれども、一時保育などは利用が少し低調だったということがありますので、これ

があるかと思います。 

 その上で２点です。奥山先生の話に絡めて手短に申し上げます。 

 １点目は、地域における子育て支援の拡充、これは必要だと思います。これは前半で前田

先生が御報告されたことにも関係します。多機能型の地域子育て支援拠点、これはすばらし

いものだと私は思いますので、是非推進してほしいです。これに関して、奥山先生から本日、

コロナ禍において専業主婦世帯の家庭で様々な地域拠点の利用が減ったというお話があっ

たと思いますが、それは孤立ということで解釈していいのか、あるいは主体的に行かないと

いうだけで何も問題なかったのかどうか。これについて、もし可能であればお知らせいただ

ければ幸いです。 

 ２点目は、山口先生の御報告も踏まえて言っていることですけれども、現状、０から２歳

で保育園を利用されていない方が十分な子育て支援を受けられていない、これは本日の共

通認識ではないかと思います。ただ、０から２歳の方を、全てのどのような世帯の方も保育

園でこれを預かることになりますと、今のキャパでは恐らく足りず、費用的にもかなり苦し

いと思います。 

 私からは２点です。１点目は、保育所に限らず地域子育て支援拠点、これを是非十分に活

用を進めることによりまして、孤立や子育て支援をつなげてはどうか。 

 ２点目ですけれども、今日の厚労省様の資料にありましたが、地方では保育施設に余裕が

出てきているのではないかと推察されます。ですから、そうした地域から親が就業していな

い未就学児ですね。０から２歳の家庭も保育園で受け入れるようにしていく、こうしたもの

を徐々に進めていってはどうでしょうか。 

 以上で私の話と質問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。 

 この後伺おうと思っていたのですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響ですね。出

産、子育てと、奥山さんにもその関係でどうかというお話がありました。 

 では、まず奥山さんから可能な範囲でお願いします。 

○奥山氏 ありがとうございます。 

 今日、私が報告した市町村事業というのは、本当に市町村の裁量によって決定されている

ところが大きいのです。ですから、例えば横浜でいうと、拠点事業を閉館してくれと言われ

たのは昨年春の、あの２か月だけだったのです。それ以降はずっと開けていました。ただし、
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ディスタンスの問題で予約制にしてほしいとか、そういった形で利用制限をして開けると

いうことだったのです。ですけれども、ある自治体は半年以上閉めているところがありまし

たし、保育所の方が大変なので、保育所に併設されている支援センターが軒並み閉館になっ

たというような、これは本当に市町村によって取組が様々だったのです。そういうことがあ

って来られなかった方が非常に多かったと思います。 

 それから、切ない話ですが、利用されている保護者の方からは、こんな時期に妊娠してし

まってという表現も聞かれて、御夫婦のせいではないのに、この時期に子供を持つことにつ

いての周りからのまなざしだとか、そういったことを聞くととても切なくなるようなこと

が具体的にありました。 

 私たちとしては、オンラインならば参加できるという家庭にとにかくつながりを持って

もらうためにオンラインでの両親教室をやって、そして、更に１日ぐらい出てきて沐浴（も

くよく）体験をしたいという人たちにはその可能性もお伝えし、選択肢を増やすことを心が

けました。来られるという方には予約をしてもらってきていただき、来られない方はオンラ

インを提供し、というように、選択肢を増やしていくことが重要だったと感じております。 

○佐藤座長 よろしいですか。 

 では、ほかの方、奥山さんの報告、松田委員の報告、あるいは今回の「地域・社会におけ

る子育て支援」について御意見でも構いませんので、どなたからでもお願いします。 

 村上委員、お願いします。 

○村上委員 ありがとうございます。 

 奥山理事長、大変貴重なお話をありがとうございました。 

 質問させていただきたいのですけれども、いろいろな事業を展開されていて、そこに参加

しておられる方が実際にお持ちの子供の数が、平均的な横浜などの家庭に比べて多いとか、

あるいは２人目、３人目にチャレンジされている方が多いとか、そういったデータでなけれ

ば手応えとか、そういったことはあるのでしょうか。 

○奥山氏 そうですね。具体的に調査をすることが難しくなってきています。というのは、

以前ですと、幼稚園に入るまで使うという方とか、そうすると２歳、３歳になって、また下

の子も生まれて、上の子は幼稚園に行っているけれども下の子も連れてみたいな方とかが

多かったのですけれども、今は非常に第１子で育休中の間、利用者の７割ぐらいが育休中の

方、０、１歳が中心になっているのです。ですから、そういった意味でも実は２歳児が気に

なるということはあるのです。まだ保育園にも行っていない、幼稚園にも行っていないとい

う２歳児は気になるところなのですけれども、ですから、分からないですが、ただ、非常に

安心をしてここで友達もできてとか、お互いが行き来することで２人目につながったとい

う声は聞くことはあります。 

○村上委員 ありがとうございます。 

○佐藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

 天野さん、お願いします。 
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○天野委員 松田先生、お話をありがとうございました。 

 専業主婦の方が産み控えたり、低所得の方が産み控えたりしているとか、産み控える方の

属性についてはよく分かったのですけれども、例えば低所得の女性で、専業主婦でおられる

方がお仕事に就きたいという希望、もしお仕事に就ければ共働きという中で、また次の出生

意欲が出てくることはないのでしょうか。私の周りだけではなくて、地方など、出産を考え

て就業を諦めている女性はまだ少なくありません。先ほど佐藤先生から、出産を機に無業に

なっている方がおられるという話がありましたが、本来働きたいのだけれども専業主婦に

なっている、そして、産み控えをしているという因果関係は先生のデータの中でないのかな

というところをお聞きしたいところでした。よろしくお願いいたします。 

○松田委員 御質問ありがとうございます。 

 まず、私が今日報告した内容は、飽くまでもコロナ禍という特殊な状況においてどのよう

な家庭に影響が及んだかということであると解釈しております。それとは離れて、専業主婦

である世帯の方が本当は働きたい、その方が働くことができればもう少し出生率が上がる

かということです。これに関しては、私の意見はこうです。それぞれが主体的に自分が選び

たいライフスタイルを選べるようにするというのが幅広く、これが許容幅の広い少子化対

策ではないかというのが私のスタンスです。そう考えると、専業主婦世帯の方で本当は働き

たい、だけれども、なかなか両立が難しかったり、保育が足りなかったり、これは改善され

るべきで、それによって出生率が上がるかどうかは別だと思います。希望をかなえていくの

が大事だと。 

 その上で、もう一つの話は、これは本日の前田先生のお話にありましたが、主体的に専業

主婦世帯を選んでいる方も一定程度いらっしゃるわけです。その方を無理に就業の場で働

けと言うのは違うのではないかと思います。これはもちろん生涯その方が専業主婦である

かというのは、今の変化ですと私は違うと思っています。ただ、一時期そうしたライフスタ

イルを選択していただいて、その後、例えば就業の場に戻っていく、そのコースをいろいろ

な制度で応援されるべきではないかと思います。 

 曖昧な回答ですけれども、すみません。 

○佐藤座長 松田さんに伺いたいのは、先ほどの調査は子供がいらっしゃる方なので、出産

の影響といったときに、２人目、３人目への影響ということですね。 

○松田委員 そうなります。我々の調査の設計上、そうなっています。 

○佐藤座長 だから、１人目についてどうかはここからは分からないということでいいで

すね。 

○松田委員 そのとおりです。 

○佐藤座長 松田さんが言われたことで、日本の場合、働いている方も妊娠・出産のところ

で専業主婦になる方はいらっしゃる。二つあって、積極的に選ぶ方と勤めと子育てが両立し

にくい、両方いるのですけれども、特に積極的に選ばれた方についていうと、これはなかな

か男性の子育て参加、先ほど山口教授が言われたように、専業主婦でも一人で子育てするの
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はすごく大変なわけですね。ただ、始めるときは本人は余り理解していなくて、辞めて子育

てしようと思ってしまっているところもある。本当は奥山さんのところを利用したりとい

うのをやった方がいいと思うのだけれども、その辺、何かありますか。 

○奥山氏 そういう意味で、妊娠期の両親教室は非常に重要だと私は思っているのです。そ

の時点では本当に２人とも共働きなのです。男女ともにまだ就労されています。まだだけれ

ども、その後にどうするかと悩んでいらっしゃる御家庭ばかりですね。ちょうど両親教室は

妊娠７か月ぐらいにやるのです。そうすると、それぞれある程度決めてくるというところは

あると思うのですけれども、そこで８組とか 10 組の御夫婦が、この時点で保育園のことを

心配されていますから、そういった保育園のことやお互いの働き方のことを意見交換する。 

 どうしても両親教室というと母子保健の方で出産、赤ちゃんのケアのことや体調の管理

という話にはなるのですが、実は半分は先輩パパ・ママとの交流をしながら出産後の生活の

変化、そういったものを語り合うというか、話し合う、そういう学びの場が妊娠期にあるべ

きだと思っていまして、それをじっくりやらないと、なかなか生まれてから女性だけが我慢

するとか、地域にあるサービスを全然理解できないとか、そういうことがあるので、本当に

ここは丁寧にやるべきだと思っています。そのことで学び合いもあるし、夫婦でまだふわっ

としているのですけれども、ここでしっかり話し合っておくことが重要だと思っています。 

○佐藤座長 今の奥山先生のことはすごく大事だと思うのですが、実際上、現状の教室でい

うと、夫婦で例えばまだ働いているとすれば、辞めるにしても働き続けるにしても、夫婦で

どう子育てするみたいな夫婦の話は余りないのですか。赤ちゃんが生まれてきたらどうす

るみたいなことがメインになっている。 

○奥山氏 そうなのです。二つ大きな流れがあって、一つは産院で両親教室をやるのです。

クリニックというか、出産するところ、そこはやはりパパの立会い出産のために学ぶという

感じのことが多くて、余り出産した後の夫婦のこととか、そういった生活面の話はないと思

うのです。自治体でやってくださる部分については、自治体で提供できるサービスのことは

伝えられるのですけれども、どうしても生活面の話は二の次になってしまう可能性が高い

ことと、土曜日にやってくださらないと意味がないのです。土曜日にやらないと、男女で、

夫婦で参加できないですね。 

○佐藤座長 そうすると、例えば今回はあれですけれども、両方働いていれば、妻が専業主

婦になっても夫は育児休業を取れますよとか、そんな話はほとんどそこで情報提供はない

ということですか。 

○奥山氏 ないと思います。ですから、ちゃんと先輩パパ・ママたちからそういう話も一緒

にできたりするといいと思うのです。 

○佐藤座長 結構大事な点ですね。母子健康手帳にはかなり前から男性も育休を取れます

よと書かれるようになっているのです。 

 松田さん、お願いします。 

○松田委員 何度もすみません。それに関して一つ提案といいますか、意見ですけれども、
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両立というと仕事と子育ての両立を皆さんかなりイメージして、それだけで語るような気

がするのですけれども、それを広げて、例えば仕事と自分の生活の両立も我々は支援してい

くことが大事ではないかと思います。 

 理由は何かというと、世界中の主要国の出生率を分析した研究があるのですけれども、そ

れの指摘というのが、親、特に母親にとって子育てとほかの役割の両立がしやすいという形

で示されているのです。それは仕事とは必ずしも限らない。ということは、一時期専業主婦

世帯であったとしても、自分自身の生活時間が取れて、そして子育てと。そう考えると、０

から２歳の保育の話や今日の専業主婦世帯の父親の育休の話等にも広がっていくのかと思

います。 

 以上です。 

○佐藤座長 松田さんの話はすごく大事だと思っていて、専業主婦、仕事をしなくても仕事

以外の生活を大事にするのですよということをみんな持つようになれば、あなたも仕事だ

けではなくて子育て、そういう話ですね。別に仕事をしないと何もやっていないわけではな

くて、だから、子育てとあなたがやりたいこととどう両立するかですね。そのやりたいこと

をちゃんとやるためには、夫もちゃんと子育てしてもらうということをきちんと女性、男性

も考えることがすごく大事だと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 天野さん、どうぞ。 

○天野委員 奥山さん、今日はすてきなお話をありがとうございました。 

 私は育児においてファミリーサポートも利用しましたし、出産前に両親学級にも行った

のでいろいろお世話になりました。ただ、最近とんでもない話を聞きました。東京や首都圏

は結構両親学級が充実しているのですが、中部エリアの方で両親学級といっても「母親学級」

という名称、に出られた方から聞いたお話です。まず母親学級ですので、お父さんは出ない

わけですね。お母さんが出て、講師は助産師さんだったらしいのですけれども、「あなたが

産気づいて病院に行っている間に御主人はお米をとげないわけですから、このようにセッ

トして・・・」とのご指導。一体、何を指導しているのという話です。その方は新聞記者さ

んだったのですけれども、だから、未だに地方では男性が家事なんてできなくて当然、そう

いうアンコンシャスバイアスがまかり通っているとのお話です。でも、彼女以外の他の地元

のお母さんたちは、なるほど、お父さんは私が出産になって病院に行っている間大変だから、

こういう準備をおうちでしておいてあげなければいけないのだと、当然のように聞いてし

まっていたらしくて、その方は大変驚いた、とおっしゃるのです。 

 だから、出産をサポートするはずの方が非常に偏った役割分担意識の下にお母様に御指

導されているところも実態として聞いてしまったので、このような問題について、奥山さん

にぜひお伝えしたいと思いました。 

○奥山氏 ありがとうございます。 

 ですから、そこを女性がやり切ると思わずに、ヘルパー派遣事業を本当に使っていただき



37 
 

たいです。それができないから皆さん里帰り出産を選ばれて、そこまで女性に求められたら、

自分の体もぼろぼろなのに、赤ちゃんの面倒を見て、家事までできないですね。それは当た

り前のことだと思います。それを親族が支援していたわけですから、社会でしっかり支えな

ければいけないと思います。そのとおりです。 

○佐藤座長 あれだけ里帰り出産が多くて、２人目のときだと上の子も連れて里帰りをす

るのだよね。だから、少なくとも上の子は置いていけと。それは夫に見させるぐらいのこと

をしないと駄目ですね。 

 駒村さん、お願いします。 

○駒村委員 奥山さん、御無沙汰しております。駒村です。 

 先ほど企業の転勤の話が少しあったのですね。企業にとって転勤はどういう意味がある

のかを人事の方と話すことはあるのですけれども、もちろん企業経営的には人的資源や人

材の最適配置など、いろいろ背景にあるのですが、よくよく詰めて聞くと、何でやっている

のかと聞かれると、人事担当者も詰められると何でやっているのか、積極的に説明はできず、

これまでずっとやっているからやっているみたいな感じがあるわけです。恐らく私は見え

ざる社会的コストや世帯、家族が負担しているコストは実はかなりあって、これが表面化さ

れていないので、家族の中で受け止められてしまっていて、それが結果的に少子化にもつな

がっているのではないかと思っているのです。 

 だから、企業に対しては転勤というものを徹底的に見直して、本当に必要なのかと検討し

てほしい。もちろん転勤はいいことも悪いこともあるとは思いますが、子どもにどのような

影響を与えているのでしょうか。奥山さんが調べている中で、お父さんが転勤されていて、

お母さんが仕事を持っていて転勤についていけない世帯ではどういう課題なり悩みを抱え

ているかは分かりますか。 

○奥山氏 とにかく女性の方が振り回されることは間違いないです。男性はちゃんと会社

でウエルカムとされると思いますが、女性はその地域で人間関係を一からつくっていかな

ければいけないのです。それは本当に負担だと思います。そういう意味では、地域子育て支

援拠点事業を使う方は、ある意味、アウェイ育児の方が何とか使って地域になじもうとする、

そういうところだから支えていこうねとはしていますけれども、本当につらいのではない

かと思います。 

 周りを見ていますと、小学校までは一緒に移動することもあるけれども、中学校に入って

しまうと、子どもの方が部活や何やらいろいろあって、それで夫だけが単身赴任をするとい

うように切り替わる御家庭が多いのではないかと思います。そういった子どもにとって多

感な時期にパパが不在ということ、夫が不在ということが、また更に女性に負担をかけてい

ることは間違いないのではないかと感じています。 

○駒村委員 ありがとうございます。 

 恐らく、お母さんの方は、転勤についていくとなると仕事と両立できないということです

ね。これは前提で、それでどうなのかというのはありますけれども、ありがとうございまし
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た。 

○佐藤座長 転勤については３～４年前か、転勤制度見直しの検討会があって、このように

見直してというのは厚労省がつくって、僕が委員長でやったのですけれども、出ています。

ただ、子育てだけではなく、特に女性が働いている、両方働いているというときで、かなり

企業としてはもう見直しをしなければいけない状況にはなってきていると思います。 

 榊原委員、お願いします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 奥山さん、いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。 

 特に 11 ページの４か月健診のときの親の声が改めて興味深く、つまり、自治体によって

いろいろなサービスの提供、濃淡があるけれども、提供されていてもその情報がそもそも伝

わっていないということが分かる。こういうことが起きないようにするために、子育て世代

包括支援センターが必要だといって、厚労省も先ほどの母子保健課のお話でも増やしてい

るはずなのに、子育て世代包括支援センターが増えていることでこんなトラブルが起きな

くなってきているのか、なかなかここのところがまだ難しいのか、そこを教えていただけま

すか。 

○奥山氏 ありがとうございます。 

 産後ケア事業は、訪問型というのは助産師さんがおうちに訪問して女性のおっぱいのケ

アとか、そういうものをしてくださったり、育児相談に乗ってくださったりということで、

これは割と横浜でも２割ぐらい使っていただいているのですけれども、施設を構えて産後

ケアセンターというものをつくって、泊まりで出産した後の親子のケアをするとか、日帰り

でデイサービスを受けるとか、そういったところはかなりお金がかかるのです。専門職がか

なり配置をされています。これを自治体がつくっていったり、助産院でそれをやっていただ

いたりするにはかなりのお金もかかるということで、十分数が足りていないのです。ですか

ら、ある程度本当に大変な人しか使えない状況になっているというのが原因かと思ってい

ます。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 11 ページの中には母子健康手帳をもらったときに情報が多過ぎて分からなかったとか、

サービスの存在をもっと早く知りたかったとか、サービスへの御案内がなくて迷子になっ

てしまったという話がいっぱい挙げられていますね。本当は子育て世代包括支援センター

というものは、そもそもこんなことが起きないようにするためのワンストップの案内所と

して、全ての子育て家庭を対象にということで、全国で増やそうということのはずなのに、

子育て世代包括支援センターの数が足りないからこんなことがまだ起きているのか、それ

とも子育て世代包括支援センターのサービスの提供の仕方、こういうところへのつなぎの

機能が不十分なのか、なぜこういうことがいまだに起きるのかを教えていただけますか。 

○奥山氏 分かりました。 

 まず、母子健康手帳の交付というのはかなり妊娠初期になりますので、このときにいろい
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ろ情報を頂いてもまだよく分からないというのが正直なところだろうと思います。ですか

ら、先ほど言いましたとおり、妊娠７か月、８か月ぐらいに届けるのが一番いいと思うので

すが、そこを全数面接できるだけのインセンティブができていない自治体さんもまだ多い

のかとも思います。来所してもらったり、案内を郵送したりするとか、いろいろあるとは思

うのですけれども、まだそれが十分周知されていないことと、産後ケア事業もヘルパー派遣

事業のことを母子健康手帳に入れている自治体もあるし、入れていない自治体もある。それ

から、十分行き渡らないので、余り積極的に情報提供していないところも一部あるのではな

いかというのが予想されます。 

○佐藤座長 あと、松田委員が挙げられた厚労省への質問で、地方が少し保育園に余裕が出

てきたので範囲を広げるような考えはあるかという御質問がありましたね。もし厚労省の

方でいらっしゃれば、その辺の御意見についてレスポンスがあればお願いします。 

○林厚生労働省子ども家庭局保育課長 保育課ですけれども、なかなか制度そのものを変

えるというのはいろいろ議論が必要だと思います。ただ、地域の保育所を中心に確かに利用

児童が減っている状況の中で、その資源をうまく活用して地域子育て支援にどんどん乗り

出していただきたいという方向は保育課としても考えていて、そういったことも含めて、今、

地域における保育所・保育士の在り方検討会で議論していますので、方向としてはそんな方

向です。ただ、３歳未満児に制度として給付として利用できるようにするかどうかというの

は、もう少し大きな議論が必要だという話だと思っております。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 松田さん、いいですか。 

 それでは、まだまだ御意見はあるかと思いますが、最後にもう一つ、事務局からこども政

策の推進に関する検討状況について御説明いただければと思います。 

○泉参事官 資料８－１と８－２にお付けしております。 

 前回の検討会でも御紹介しましたけれども、その後の動きといたしまして、こども政策の

推進に係る有識者会議というものが９月に立ち上がっております。こちらでは資料８－１

の「１．趣旨」にございますように、こども政策の方向性について検討を行うことになって

おります。 

 次に別紙ということでおつけしておりますけれども、構成員ということで、こども政策に

関係する施策の審議会等の委員をされている方ということで、佐藤先生も少子化対策とい

う観点から御参加いただくとともに、臨時構成員ということで入っております。 

 第１回の会合が９月 16 日に開催されておりまして、資料８－２に主な論点例ということ

で「こどもの視点に立った政策の推進」を始め、いろいろな論点が提示されているところで

ございます。こちらの検討事項を中心に、現在９月 16 日と第２回の会合が 10 月 18 日にご

ざいまして、臨時構成員の方からヒアリングをしている状況でございます。恐らく年末に向

けて政策の方向性について、こちらの有識者会議で取りまとめがなされると伺っておりま
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す。 

 引き続き、また何か動きがございましたらこちらの検討会でも御報告させていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 今のことについても御質問があるかも分かりませんが、ありますか。こども政策に関わる

いろいろな審議会の方が集まって、あるいは臨時委員を入れて議論を進めているというこ

とです。 

 それでは、まだまだ議論はあるかと思いますが、御用意させていただいたテーマについて

御報告いただいて、御議論いただくことができましたので、ここまでとしたいと思います。 

 次回の日程や議題については、事務局から改めて御連絡するということでいいですね。 

 ここまで、よろしいでしょうか。 

 今日はいつもより時間が長く御参加いただきましたけれども、熱心に御議論いただきま

して、ありがとうございました。 

 それでは、ここで検討会を終了させていただきます。どうも御苦労さまでした。 


