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少子化社会対策大綱の推進に関する検討会（第４回） 

議 事 次 第 

 

 
日時：令和４年２月７日（月）16:15～18:45  

場所：中央合同庁舎８号館８階特別中会議室 

 

 

１． 開 会 

 

 

２． 議 事 

（１）各論③ 

・妊娠・出産への支援について 

・若い世代の経済的基盤の安定、働き方改革について 

・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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【出席者】 

 

（構成員） 

 天野 馨南子 ニッセイ基礎研究所生活研究部人口動態シニアリサーチャー 

 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スペシャリスト 

 

（ゲストスピーカー） 

 吉田 穂波 神奈川県立保健福祉大学教授 

堀  有喜衣 独立行政法人労働政策研究・研修機構副統括研究員 

岸畑 聖月 株式会社With midwife 代表取締役 

 

（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） 

 中原 茂仁 内閣府子ども・子育て本部企画官（少子化社会対策担当） 

（厚生労働省） 

山口 正行 子ども家庭局総務課少子化総合対策室長 

赤崎 友美 雇用環境・均等局雇用機会均等課課長補佐 

溝口 望美 雇用環境・均等局有期・短時間労働課課長補佐 

安部 愛子 雇用環境・均等局職業生活両立課課長補佐 

斉藤 将 雇用環境・均等局在宅労働課課長補佐 

辻野 祐介 人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室職業能力開発指導

官 

南日 雄太郎 労働基準局労働基準局監督課企画係長 

中田 勝己 保険局医療課医療技術評価推進室長 

（内閣官房） 

佐藤 勇輔 こども家庭庁設置法案等準備室参事官  
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○佐藤座長 それでは定刻になりましたので、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４回の会議を開催いたします。 

 本日は、各論③として、妊娠・出産への支援、若い世代の経済的基盤の安定、働き方改

革、それと前回の地域・社会による子育て支援の一部積み残した部分を取り上げて議論さ

せていただければと思います。ここの部分については、厚生労働省に御出席いただいてい

ます。 

 それと、本日のテーマに合わせて、本日は、委員の皆様に加えて、ゲストスピーカーと

して、神奈川県立保健福祉大学の吉田穂波教授、株式会社With Midwife（ウィズミッドワ

イフ）の岸畑望月代表取締役、独立行政法人労働政策研究・研修機構の堀有喜衣副統括研

究員の３名にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。 

 駒村委員は少し遅れられて、17時頃の参加と伺っています。 

 なお、本日、野田大臣が冒頭より出席の御予定でしたが、用務の都合上、議事の途中か

ら出席され、17時頃途中退席される予定です。この辺を御了解いただければと思います。 

 それでは、最初の議題１に移りたいと思います。 

 最初に、事務局から、今回の議論の視点について御説明いただき、その後、先ほど御説

明しましたテーマについて、吉田様、岸畑様、堀様からそれぞれ御発表いただきたいと思

います。その後に40分くらい議論の時間を取りますので、よろしくお願いいたします。休

憩を挟んで、地域・社会による子育て支援の積み残した部分について、厚生労働省から御

説明いただいた後、10分程度、意見交換をしたいと思います。 

 厚生労働省等々の資料は、説明は短くして資料配付としますので、その辺は御了解いた

だければと思います。今回資料配付のみとさせていただくものは、資料５、妊娠・出産へ

の支援と若い世代の経済的基盤の安定、働き方改革の参考資料です。この資料についても

御質問があれば意見交換のときに出していただくことはできますので、よろしくお願いい

たします。 

 事務局から、本日の議論の視点について、最初に御説明をお願いいたします。 

○泉内閣府子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当） 第４回検討会における議論の

視点ということで、資料１でお配りしております。 

 一番上のテーマの視点になりますけれども、不妊治療の保険適用に向けた検討が進めら

れているところ、企業の取組支援も含めた不妊治療を受けやすい職場環境整備あるいは不

妊に悩む方々への支援をより早い段階で開始するための健康支援をどのように進めていく

か。それから、働き方、若い方の雇用環境の整備ということで、まさに新型コロナウイル

ス感染症による影響を少なからず受けているところですけれども、その中でも、将来に展

望を持てるような雇用環境の諸整備や、コロナを受けての社会経済、国民生活の変容を踏

まえた働き方の在り方をどのように進めていくかということで視点を設けさせていただい

ています。前回の地域・社会による子育て支援で残っている部分で、子育て世帯を包括的
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に支援する体制の構築をどのように進めていくかということで視点として挙げさせていた

だいています。 

 今回、妊娠・出産への支援ということで、２ページ目をおめくりいただいて、ゲストス

ピーカーとして、吉田穂波先生、岸畑聖月先生においでいただいています。プレコンセプ

ションケアや女性のライフステージに合わせた健康支援あるいは職場における働く女性の

健康支援といった観点からどういった取組ができるかといったことで御説明をいただけれ

ばと思っております。また、若い世代の経済的基盤の安定、働き方改革については、こち

らの関係省庁資料の下にございますように、若者の雇用の安定、非正規雇用対策の推進、

あるいは、働き方改革、ワーク・ライフ・バランスの実現、テレワークの推進といったも

のを取り上げたいと思います。 

 その上で、３ページ目ですけれども、ゲストスピーカーとして堀先生においでいただき

まして、少し長い目で見たところの若年者の雇用の在り方と少子化との関連、最近のコロ

ナ禍における雇用形態への影響について、お話をお聞きしたいと思っております。また、

地域・社会による子育て支援ということで、児童福祉法の改正法案を今通常国会で提出予

定ですが、その法案の内容について厚生労働省から説明をお願いしたいと思っております。 

 私からは、以上でございます。 

○佐藤座長 ありがとうございました。 

 本日の議論の視点ということで少し頭を整理していただければと思います。そういうも

のを頭に置いた上で、最初に、吉田様より資料２に基づいて発表をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○吉田氏 ありがとうございます。こちらで、私は15分説明をさせていただきます。 

 まず、このような貴重な機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 私は、これまで自分を実験台にして、このプレコンセプション、妊娠、結婚、出産、仕

事の両立ということを追求してまいりました。自分自身は、最初は産婦人科医として働き

始めてから、海外留学をいたしまして、現在は、教員として、また、研究者として、ある

ときは自治体のコロナ対策の本部で、あるときは臨床現場で働いておりますが、この中で

一貫して私が疑問を持ち続けてまいりましたのは、本当に、妊娠・出産、子育て、家庭が

男性や女性の足かせになるのであろうか、仕事を続けながら子供を持つことが両方とも相

乗効果をもたらすものにならないかということでございました。 

 現在、私は４人の女の子と２人の男の子に、どちらかというと自分が鍛えられています。

この子たちが見るであろう2100年、2200年の世界・社会が、もっと今よりもよいものにな

るようにと尽力しているところでございます。 

 もともとは産婦人科医としての本をたくさん書いておりましたが、最近になって、私の

専門家としての限界を強く感じるようになりました。専門家として言っても、どうしても

押しつけがましく、上から目線で受け取られてしまいます。そのようなことではなく、本

当に当事者が活きるスキルとして、学んでほしい、身につけてほしいこととして、最近で
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は、後ほどお話します頼るスキル、周りの人とともに歩むスキルというものをプレコンセ

プション世代に向けて伝えているところでございます。 

 ここからは、皆さんが既に御存じのことばかりかと思います。 

 既存の調査から、我が国は、平均寿命も長く、平均余命も長く、平常に医療レベルが高

い国である。 

 それにもかかわらず、子ども率が年々減少しておりまして、毎年0.1％ずつ低下していま

す。単純計算でいきますと、119年後には子どもの割合が０になってしまう。そういうわけ

ではないと思いますが、とにかく急激な少子高齢化が続いております。 

 なんと、世界で最も低い子供割合、11.9％という事態になりまして、そこで、私が今回

呼ばれたのであると思っています。 

 また、第１子平均出生年齢がどんどん上がってまいりまして、ここ数年では、女性が30.7

歳から30.8歳、男性にしても33歳前後で安定しておりますが、これは、何も、女性個人、

男性個人の問題ではございません。 

 もともと私が医学部生であったときは30歳以降の初産が高齢出産の定義でありましたが、

1991年から引き上げられ、ほぼ半数以上が昔でしたら高齢出産の定義でしたが、今は30歳

で出産でもそんなに違和感はありません。 

 とはいえ、私ども産婦人科医は、出産年齢の引上げに伴いいろいろな異常が出てまいり

ますので、それを危惧しているところでございます。 

 低出生体重児が、今、女児、男児、平均して9.4％、10人に１人は2,500グラム未満の低

出生体重児ですけれども、これは同じぐらいの経済レベルを持つOECDカントリーの中でも

最多の値で、医療レベルの高い日本でなぜ小さな赤ちゃんが増えているんだということは、

諸外国からも興味の目で見られているところでございます。 

 また、生殖補助医療による出生数の推移で、15人に１人は生殖補助医療で出生していま

すけれども、こちらにつきましても皆様もよく御存じのことかと思います。 

 原因として、女性の不妊治療ということが仕事と結婚・出産との両立の中で言われてい

ますが、女性だけの原因ではなく、男女双方の問題であると私は認識しています。 

 また、共働き世帯が片働き世帯の３倍ほどに近づいてまいりまして、今は共働き世帯の

方がメジャーになってきた。 それにもかかわらず、これは日本だけではございませんけ

れども、妻の方に家事や育児の負担がかかっているという状況でございます。つまり、私

たちは、昔よりも、夫婦、家庭、親子の在り方を一くくりでは語れない。共働き世帯、不

妊治療、低出生体重児、どの家庭にもそれぞれの課題があり、働く親、働かない親、それ

ぞれに、引け目、気兼ね、あるいは、自分は主流派ではないのではないか、自分が相談で

きる人はいないのではないか、自分がこんなことを言い出したら相手に戸惑われるのでは

ないか、そのようなおびえといいますか、不安、心細さを抱えているということです。 

 それでは、この時代にあって、なぜプレコンセプションケアがこんなに注目されている

のでしょうか。 
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 私も、夫と数年前から立て続けに何本か原稿の依頼を受けまして、このプレコンセプシ

ョンケアの総説、レビュー、論文などを書かせていただきました。プレコンセプションケ

アとは、耳慣れない名前ではございますが、本日の集まりにはもうおなじみの言葉かもし

れません。プレコンセプション時期といいますのは、コンセプション、生殖、実際に妊娠・

出産をする前の時期、いつでも妊娠・出産できるよという時期における健康全てを扱いま

す。赤ちゃんを授かる・授からない、結婚する・しない、子供が欲しい・欲しくないにか

かわらず、全ての若者に、結婚、妊娠・出産にかかわらず、みんなが健康に過ごす。それ

も、性教育、性感染症、生殖、妊娠・出産にまつわること以外の全て、包括的な、キャリ

ア、ライフコース、全てを含めたもっと幅広い概念であると言えます。私がなぜこの言葉

が好きかというと、妊娠・出産、その個人の選択や決定にかかわらず、全ての人に対して、

必要な健康教育・健康支援を届けたいという、もっと懐の深い、幅広い概念であるからで

す。 

 これは、パットンという学者の論文から持ってまいりました。プレコンセプション時期

というのは、妊娠の前の思春期から、妊娠に至るまで、妊娠しなくても、幅広い時期のこ

とです。ここでは、母親の遺伝子でだけではなく、父親の遺伝子、父親の育った環境が子

供にも引き継がれ、社会的な、環境的な、経済的な、そういう背景をベースにして、子供

が健康に育つためには、どうしたらいいのか、どのようなサポートが必要なのかというこ

とが１枚の図として表されています。 

 また、2018年に改訂されたこの国際セクシュアリティ教育ガイダンスも、既に御存じの

方ばかりかもしれませんが、包括的、コンプリヘンシブな教育内容について触れられてい

ます。 

 キーコンセプトの７番と８番が恐らく私たちの世代が中学・高校で学んだ性教育・保健

体育の授業の内容で、その前に、人間関係の構築方法、自分の価値観を大事にする、ジェ

ンダーの相互理解、暴力や安全・安心、病気であるかないかだけではなくスピリチュアル

な面から社会的な面まで全てを含めたウェルビーイングについて学ぶ、体と発達、性的な

発達、性的な行動、全てを含めたものが、この包括的な健康教育、プレコンセプションケ

アの中に含められていると私は感じています。 

 この基盤となるのは、ここでは女性だけにフォーカスをして話しますけれども、女性と

男性のホルモン、内分泌系の健康情報に合わせた変化、この基礎的な知識を基にして、私

たちが、ライフコース、ライフイベントを一緒に考えていくという概念です。女性ホルモ

ンを私たちには変えることはできませんけれども、その大きな人生の中の波を知って、自

分の就職、結婚、妊娠・出産はどのように組み合わせていくかを前もって考えておくこと

が、後で、知らなかった、そんなものだとは思わなかった、取り返しがつかなかったと思

わせないための、人間教育、ライフコースアプローチにつながってくると感じます。私は、

産婦人科医として、赤ちゃんを授かったことによって悲しむ、授からなかったことで悲し

む人々をたくさん見てまいりましたので、こういう人生の大きな波、流れをあらかじめ若
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いうちに知っておくことの重要性を痛感しています。 

 昔は、たくさん産んで、閉経を迎え、早く亡くなっていったわけですが、現在は、初経

から初産までの期間も長く、出産から閉経までの時間も長く、閉経から寿命を全うするま

での期間も随分長くなっています。現代のキャリアコース、ライフコースに合わせた教育

がとても必要だなと私は感じています。 

 また、卵巣中の卵の数がどんどん思春期から減っていくこととか、大事な、出産、育児、

就職、仕事、いろいろなファクターを同時並行で進めていかなければいけない。大切なも

のを組み合わせて、自分で決断して選択していかなければいけない。こういうことも、若

いうちに、後で困らないように、次世代の人たちは基本的な教育内容として学べればと思

っています。 

 女性だけではありません。私は、男性の方がライフ・ワーク・バランスは取りにくい、

すごく難しいと、自分の夫や周りの男性を見ながら思っています。同時並行でお手玉をす

るような、同時並行で何でも進めていかなければいけない、どれを優先すればいいのか分

からない。それは、女性だけでなく、男性も共通の課題であると感じます。私は、この同

時並行で投げているお手玉の中でゴムボールと落ちたら二度と壊れて戻らないガラス玉の

ものと２種類があるんだよ、家族、友人、人間関係、そういう壊れたら二度と戻らない大

事なものを優先して、落ちたら誰かが拾ってくれるようなゴムボールのようなものと区別

して考えるといいよということを、小・中・高の「いのちの授業」などでお伝えしていま

す。 

 皆様もよく御存じのとおり、このVUCA時代、変動的で、不確実なことばかりで、複雑で、

曖昧なことが多い時代、私たちは、子供たちに責任を持ってこのプレセプションケア、妊

娠・出産だけでなく、人生全般にわたる内容を伝えていきたいと思うところです。 

 私は医師として、人の体の健康だけでなく、気持ちの健康というものも大事にしていま

す。自分の気持ちへの気づき、自分の心の痛みに寄り添うこと、ほかの人と共有すること、

このセルフコンパッションがこのVUCA時代により重要になってくると思います。 

 現在行っているこのライフプランニングの支援の中では、今日いらっしゃる男性の方に

は大変申し訳ないのですが、これは、女性だけでなく、男性にも子供を持つことで上昇す

る才能がございます。 

 私自身も、子供がいるからこそ成長し学べたということがございますし、子供がいるか

らこそ、ほかのたくさんの人に、手伝ってもらった、学ばせてもらった、助けてもらった

と思うことが多く、自分自身の体験、今まで、赤ちゃん、お母さん、何万人もの方のお産、

産後、子育てを支援する中で、この心理的安全性を保つにはどうしたらいいかということ

を考えてまいりました。 

 その中で、2011年、私が東日本大震災の被災地支援で学んだこの受援力のスキルを、具

体的にどうしたら図れるのか、どうしたら身につけられるのかということをプレコンセプ

ションケアの一環として伝えてまいりました。 
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 例えば、ここで御参加の皆様方も、このぱっと出る口癖、頼むときの自分の意識、潜在

的な無意識の頼むことに対する捉え方によって、御自分の受援力がはかれるということが

ございます。 

 日本では、SOSを出すハードルが高く、例えば、コロナ禍で令和２年度の男性と女性の自

殺率が後半に入って今までよりも急激に上昇したということがございました。閉塞感があ

る時期、誰にも頼れない、誰にもつながれない、周りの人間関係と助け合えないという方

がたくさんいたということです。 

 例えば、ちょっと立ち話ができる人、困ったときに相談できる人、そういう人がいれば、

救えた命もたくさんあったかもしれません。ソーシャル・キャピタル、人間関係は、自分

の財産であって、増やすことができる。そして、それが自分のつながりを増やす。 

 頼ることは、つながることで、相談することで相手に対する最大の信頼のあかしになり、

知り合うきっかけづくりにもなるということ、支援を求めること、支援を受けることが、

御縁をつなげること、頼っていいんだという概念を、私は次の世代にも伝えていきたいな

と思います。 

 皆さん方も御存じのとおり、児童虐待予防のためには、子育てをしている父や母に対し

て、無条件の愛情、受容、共感、受入れが注がれる必要があり、周りからの支援や愛情を

受けて満たされて、初めて子供への愛情も注がれる。自分の優しさ、自分の気持ちが枯渇

してしまっては、子供に注ぐ愛情が満たされないということが分かっています。このポッ

トの蓋がずっと閉まったままだったらどうでしょうか。周りから幾ら支援の手が向けられ

ていても、この母親や父親のポットの蓋がずっと閉まったままで、周りからの支援を受け

入れられないと、どんどん子育て世代は枯渇していってしまいます。この蓋を開けて、あ

なたは守られていい存在で、あなたは助けられていい、支えられていい存在だと伝えるの

がこの受援力というキーワードではないかと思っておりまして、私は、本日お集まりくだ

さいました皆様方に、この当事者への温かい視点、あなたはウェルカムで、この地域にと

ってとても大事な存在なんだという存在承認や感謝や敬意の気持ちを伝えることで、次の

世代が救われ、生きやすく、また、この地域で生み育てたいと思えるようにと思いながら、

今も、臨床の現場で、教育の現場で、研究の現場で、このプレコンセプションという妊娠・

出産する前の世代への情報支援、励まし、支え、そして、結婚する・しないや妊娠する・

しないにかかわらず、その世代の健康、生きがい、自己肯定感を育むようなお手伝いをし

たいと思って日々働いております。 

 長々となりましたが、このプレコンセプションケアは、不妊予防という点でも、児童虐

待予防という点でも、とても大事な概念だと思い、詳しくお伝えさせていただきました。

皆様方の御活動、お取組の一助になれば幸いです。私の時間の中で、１つでも皆様の役に

立つことがありましたら、それはきっと皆様の吸収力や柔軟性のおかげと、私は心から感

謝申し上げます。御清聴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。 
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 狭い意味での少子化対策で取り上げられるような若い人の教育をもうちょっと広げて、

プレコンセプションケア、結婚する・しない、子供を持つ・持たないに関係なく、自分で

ライフキャリアを考えていく上で何が大事なのかというお話と、最後の相談できる力、受

援力はすごく大事で、広い意味で、今正に自殺が増えているという話がありますけれども、

こういうものを持てるような、そういうことをやりやすいような、聞けるような、相談で

きるような社会にすることはすごく大事だと思います。この点について、また皆さんに御

意見を伺えればと思います。 

 続けて、岸畑様より資料３で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。 

○岸畑氏 ありがとうございます。お話ししていきたいと思います。 

 皆さん、初めまして。株式会社With Midwife（ウィズミッドワイフ）の岸畑と申します。 

 本日の発表の流れはこのようになっておりまして、実際に弊社がサービス提供する中で

見てきた知見や生の声を多く盛り込ませていただきましたので、皆さんとシェアしていき

たいと思っております。よろしくお願いします。 

 初めに、自分自身の自己紹介と弊社の取組についてお話しさせていただきます。私自身

は、14歳で婦人科系の病気を患いまして将来妊娠・出産ができなくなってしまったこと、

身近でネグレクトを目にしたことをきっかけに、周産期という分野に興味を持ちました。

香川大学で看護師と保健師資格を取得後、京都大学大学院にて助産師資格を取得しました。

大学院時代には産後ケアと助産ケアの市場価値について研究し、高度実践助産学の修士を

取得した後、現在も臨床を続けております。そんな私なのですが、学生時代の起業経験か

らビジネスの可能性を感じ、社会課題解決のために、株式会社With Midwifeを立ち上げま

した。 

 今お話にもあったように、皆様も御存じだと思いますが、社会には様々な命にまつわる

社会課題があります。実際に現場で、妊産婦さんの自殺、新生児の虐待死、不妊など、た

くさんの社会課題に直面してきました。こういった問題に触れる中で、地域コミュニティ

ーの希薄化、家族機能の低下、その結果、急速に命が奪われていると感じ、10年後として

いた計画を前倒しして株式会社With Midwifeを立ち上げました。 

 今回の起業に関しては、経済産業省や公益財団法人大阪産業局が行っている女性起業家

支援のプログラムに大きく支援をいただきまして、それが今回のこの御縁にもつながって

います。 

 本題に入る前に、まず、助産師とはどんな専門職かについてお話ししたいと思います。 

 助産師は、昔は「産婆」と呼ばれていましたが、現代の助産師は、看護師資格をベース

に持って、一部は保健師資格を持っているため、出産だけではなく、子供の性教育から更

年期まで、人生に幅広く寄り添える存在です。女性のキャリア構築、男性の育児参加、LGBTQ

をはじめとしたダイバーシティーが注目される現代で、とても有益な人材ではと私は考え

ています。 
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 一方で、助産師の主たる勤務先は病院しかないのですね。子育てや介護などが理由で病

院勤務をできない人が潜在化せざるを得ない環境があります。その総数は約3.6万人に上る

と推計されており、ここで女性活躍や少子化などの問題と助産師の潜在化、２つの問題を

軸にして、株式会社With Midwifeが何をしているかというところも簡単に御紹介します。 

 私たちの事業では、全国の助産師のネットワークを構築して、知識をブラッシュアップ、

彼女たちに新しい働き方を提供することで、結果的に社会課題の解決を目指しています。 

 具体的には、後ほど詳しく説明します企業内の助産師、「THE CARE」の提案、助産師と

一般生活者さんをつなぐような検索サイトの運営、赤ちゃん本舗やタカラベルモントなど

の民間企業と連携したプロジェクトや信州大学や東京慈恵会医科大学との連携事業、また、

元任天堂のデザイナーさんとともに性教育関連のボードゲームの開発などを行っています。 

 その中で最も注力しているものが今日お話しさせていただくこの「THE CARE」なのです

けれども、助産師が企業に専属でつき、24時間365日、オンラインでサポートをするという

サービスになっています。 

 一般的な健康相談とは異なり、不妊、子育て、パートナーとの関係などのプライベート

な内容も気軽に相談することができます。 

 また、育休サポートプログラムの中では、妊娠してから復職までを継続的に支援し、妊

娠期、産休に入る前、産後、復職前には、独自のプログラムの提供を行うことによって、

不安のない子育て、ひいては復職を目指していただきます。こちらは、４月より妊活サポ

ートプログラムの提供も行う予定になっています。 

 そのほか、研修やワークショップでは、３つの国家資格を生かして、生活習慣病、女性

の健康、感染症対策、ハラスメント研修まで幅広く実施しています。 

 また、毎月の担当者との面談を行い、企業の今後の取組へのアドバイスも行っている。

このようなサービスになっています。 

 このサービスの特徴としては、顔の見える関係性と匿名性を両立しているというところ

ですね。こういった相談は匿名性がかなり重視されるのですが、産業保健師や産業医は匿

名性が担保されていないという現状があります。弊社は、１社につき３名以上の専属の助

産師がプロフィールを明確にして継続的に対応することで顔の見える関係性を築いている

のですが、一方で、利用者は匿名で相談できることから、プライベートな内容も言い出し

やすく、強い信頼関係と安心感で本質的な課題を解決していっています。 

 また、本人だけではなく家族も利用できるオンラインサービスであることや、全員精神

看護を履修しているので、メンタルケアも可能であることも強みになっています。健康、

メンタル、子育て、キャリア、ジェンダーなど、企業が取り組むべき課題は本当にたくさ

んあるのですけれども、それを助産師がワンストップで解決することで企業側も低コスト

で幅広い支援メニューを捉えることができます。 

 また、現在弊社の保有する助産師ネットワークが300人を超えたのですけれども、経験豊

富な助産師が実際に全国の従業員宅でもケアを提供できるというのは、国内でも類のない
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取組です。 

 これからの新しい福利厚生の在り方として、今、大企業を中心に導入が進んでいるとこ

ろで、ちょうど１年前には日経新聞の一面に掲載とか、最初のサービス導入先の大阪信用

金庫様が健康経営優良法人として唯一経済産業省本省で表彰されるなどの嬉しい実績も出

始めたところです。 

 これらのサービスを通じて幾つか知見が得られたので、３つのテーマで共有させていた

だきたいと思います。 

 まず、１つ目は、リコーグループでの実証事業、PoCに関してです。概要はお手元の資料

を御参照ください。 

 このPoCでは、現在公私ともに悩みがありますかと聞いたのですけれども、回答した人の

４割はあると答えられていて、その内訳を見てみると、健康やメンタルを重視されがちな

男性の１位は子育て、３位は家族の健康と、プライベートな困り事を抱えていることが分

かりました。また、女性では、２位にメンタルヘルスが挙げられており、詳細を見ると、

この５位の妊娠・出産との関連性がすごくあったのですね。妊活や不妊治療がメンタルに

影響を及ぼしていることが分かりました。 

 さらに、実際の「THE CARE」の利用者は３割が男性で幅広い年代に利用されていること

により、丁寧なコミュニケーションを重ねていけば、助産師イコール出産の専門家という

ブロックを外し、本来のポテンシャルを発揮できることも分かりました。 

 実際の利用の有無にかかわらず、大半のPoC参加者に導入意向があることも分かり、多く

の企業が取り組んでいる健康経営という取組だけではカバーできていない部分があり、特

に妊娠を望む従業員の業務とプライベートにまたがるようなセンシティブな内容はその代

表例であることがこの実証事業では分かりました。 

 続いて、つい先日終了したばかりの経済産業省フェムテックサービスの実証事業の結果

です。概要は、こちらもお手元の資料を御覧ください。 

 まだ量的分析の途中ですので、相談内容の集計と実際の相談者の声を御覧いただければ

と思います。まず、今回14社への導入・活用の結果、２割が周産期にまつわる相談で、そ

のうち妊娠・不妊に関する内容がほとんどを占めていました。今回の検討会の材料になり

そうな生の声を持ってきましたので、そちらを御紹介させていただきます。 

 まず、お１人目ですね。詳細はお手元の資料に細かく書いているのですけれども、簡単

に説明させていただきます。同僚の妊娠を機に、妊娠したことで異動ということは禁止さ

れているので、この方、相談者さんが、代わりに業務調整のために好きだった部署から異

動させられました。しかし、自分自身は不妊治療中でなかなか授からず、最初は助け合い

と思っていたけれども、数年たった今、この方自身がメンタル疾患に陥りそうということ

で、御相談のあった30代女性。 

 続いて、契約社員だからこそ更新時期と妊娠・出産が重なると正当な評価をしてもらえ

ないというところで、収入も断たれたらどうしようと悩まれている30代女性。 
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 月経困難症の治療に使われる低用量ピルというものがあるのですが、妊活中は使用がで

きないので、つらい月経困難症の症状と不妊治療の中、仕事の調整が難しくて悩む30代の

女性。 

 無事に妊娠しても、不妊治療後の流産率は、年齢にもよるのですけれども、20～30％と

一般よりも高いのですね。雇用主への報告をどうしようかと悩まれる30代女性。 

 妊娠中のホルモンの影響で仕事に支障が出ている方、時には死にたくなるというお言葉

もあったのですけれども、実際に周産期の産後鬱での自殺は妊娠中の方が少なくないので

すね。３分の１が妊娠中の方と挙げられております。しかし、妊娠中は投薬治療も難しく、

産後に休業で育休手当をもらうのを考えると今休むわけにはいかずということで、解決策

を探されている30代女性ですね。 

 このように女性からの相談が多い一方で、男性からの相談もあります。お互いの仕事の

状況と年齢を考えるといつから何をすればいいのかと悩まれる30代の男性。 

 パートナーが流産して自分自身も気持ちに整理がつけられない中、異動したばかりの職

場で精神的に余裕がなくなったと話す20代男性。 

 このように、性別にかかわらず、妊娠・出産、不妊の分野では、多くの当事者の声が寄

せられています。この結果に関しては、たった14社、たった一握りの声ですので、量的研

究結果として論文にまとめて報告する予定ですので、是非また見ていただければうれしい

です。 

 最後に、２年間のサービス運用の中で得られた考察も御提示していきたいと思います。 

 利用者の年齢、性別、相談の時間帯などは、お手元の資料を御照会ください。 

 少し飛ばして、カテゴリー別のところからいかせていただきます。相談者のカテゴリー

はこのように分けているのですけれども、カテゴリー別で見ると、健康に関する相談とし

て、看護師としての知見が生かされていることが分かりました。 

 また、キーワード別では「不安」が最もキーワードとしては多く、生きること、健康、

家庭、仕事など、たくさんの不安を抱えながら、多くの方が現状を頑張られていることが

分かりました。 

 また、「夫」、「妻」、「パートナー」というワードも多く、家族に関する相談も多い

のがこの「THE CARE」のサービスの特徴です。 

 これらのキーワードと「仕事」というキーワードをクロス集計させたキーワードの抽出

では、育児、妊娠、出産などのライフステージの変化と仕事との相関関係は強く出ていま

した。 

 また、メンタルに関するカテゴリーでも相関関係が強いことが分かりました。メンタル

と一概に言っても様々な原因が根底にあることが多いので、メンタルのフォローアップと

いうよりはその根本的な課題の解決が重要だと考えます。 

 これらの結果、実際に企業様からいただいた声、考察を少し述べていきたいと思います。 

 まず、妊活や不妊などの当事者の数は本当に少なくて、そこだけにリーチすることはな
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かなか企業の負担感的にも難しいので、それら以外にも包括的に支援できるような専門家

の活用が重要ということは、かなり考えさせられるお声としていただきました。 

 また、企業内でもこの専門分野のサポートが重要ということは分かっているのですけれ

ども、社員同士の互助という中では難しく、専門家の介入が必要です。しかし、その分、

費用もかさんでしまいます。結果的に、妊娠可能時期、20代から40代の社員さんを雇用す

ることはコストがかかると捉えられかねません。十分な金銭的補助が必要だと考えます。 

 こちらに関して、子育て環境日本一を掲げている京都府はそのための戦略の一つとして

助産師の企業内導入を推奨していて費用補償をしていますので、参考までに御共有いたし

ます。 

 また、リテラシーの低い企業さんではなくて、かなり視座の高い、新しいことに取り組

まれている企業さんでは、まず、先ほどの吉田先生のお話にもあったように、不妊になる

前に支援が必要とも考えられています。不妊はメンタル疾患との関係性も強く、心身とも

に疲弊してしまう健康課題です。そうなる前にもっとできることがないかということを考

えていかなければなりません。 

 最後に、健康経営に関しても、健康経営優良法人として国が企業に評価軸を定めたこと

でかなり発展したという印象があります。リテラシーを上げるだけでは、行動変容は起き

ません。不妊や妊娠分野においても、資本社会に即した行動変容に至るきっかけ、例えば、

企業の評価軸を国として変える、取り組んでいることが事業メリットにもつながる、金銭

的優遇などを検討する、検討材料としてはそういうところを検討していく必要があるので

はないでしょうか。 

 私自身、今、企業としてサービスをつくり出しているのですけれども、新しく生み出す

ことには限界があるのですね。だからこそ、潜在化しているものやまだ眠っているリソー

スをうまく活用して経済成長を目指しながらダイバーシティーをかなえるような構造を一

緒に模索していただけるとありがたいです。 

 これで、株式会社With Midwifeの発表を終わります。御清聴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。 

 潜在化している助産師さんを含めてネットワークとし、社会課題を解決する仕組みづく

りで、非常に勉強になりました。 

 ちょうど野田大臣が到着されていますので、ここで一言御挨拶いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○野田大臣 皆さん、こんにちは。今日は、第４回の検討会ということで、お久しぶりに

お目にかかれる方、また、今日いろいろお話をしていただいた皆さん、ありがとうござい

ました。 

 今日も、国会では予算委員会が開かれていて、その質疑が終わって、今、駆けつけてき

たところです。正に今、私自身30年近く国会議員をやっていて、こんなに少子化対策担当・

こども政策担当の大臣が、しばしば国会に、それも予算委員会に呼ばれるというのは、日
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本の歴史上初めてではないかと思うぐらい忙しく仕事をさせていただいています。もちろ

んいろいろな批判もあります。十分に足りていないところもありますけれども、見えると

ころで議論され、どちらかというとこれまでは女性議員の方が積極的に発言されていたけ

れども、今国会では、本当に党首級の男性議員が、これは国難である、少子化は国難であ

るということを堂々とおっしゃっていただけているので、意を強くしている次第です。 

 今日のお話も、吉田さんからプレコンセプションケアと。正に私は落第生でございまし

て、もっと早く知り合っていればもう少し幸せな女の人生を送れたのではないかと思うの

ですけれども、本当に学びがなかったです。学校教育でも、家族の間、母親からもそんな

ことを聞いたこともないし、とにかく気がつけばこんな状態で、本当に私も高齢出産をお

勧めしません。一番の不妊予防は適正な時期に子供を授かることなのだと。 

 期待しているところは、今度４月から不妊治療の保険適用が始まります。これまでの秘

密の花園みたいな不妊治療が一般化されて、基本的に全ての人が保険治療ということで不

妊治療という言葉を知るようになって、それって何、というところから、最善の不妊治療

は、適正なときにプレコンセプションケアをしっかりして、いいときに授かって、そこに

十分な手当てが行くことだと多くの人が気づくこと。今、正直、性教育は滞っているので

すよ。きちんと性行為についても教えていないので、その足りない部分をそこから教えて

いけたらいいなと思っています。 

 岸畑さんからも助産師のお話を聞きましたけれども、野田家は助産師の一家で、男の人

が働かない代わりに私たち女が働いて野田家を支えてきました。すばらしい仕事だと思っ

ています。ただ、今、十分にその力が生かされていないのかなと。ただ、今後、こども家

庭庁などがしっかりと立ち上がる中で主要なプレーヤーであることは間違いありませんの

で、ぜひ仲間のチームをしっかり強くしていただきまして、これからの日本の骨格づくり

のために頑張っていただきたい。 

 今日は、若い皆さんにそういう明るい話を聞かせていただいて、本当に意を強くいたし

ました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○佐藤座長 大臣は公務に出られると思いますが、本当にどうもありがとうございました。 

 それでは、少しお待たせしましたけれども、堀様より、資料４に基づいて、続いて発表

をお願いいたします。 

 堀さん、よろしくお願いします。 

○堀氏 ありがとうございます。労働政策研究・研修機構の堀と申します。 

 本日は、貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 私は、他のお２人とは違いまして、少子化の研究者ではございません。私は、教育社会

学の研究者でして、学校から職業への移行や若年者雇用について研究をしております。 本

日いただいたお題が若者の経済的基盤及び働き方改革の中でも特に在宅勤務ということで

したので、限られた時間ではございますが、御説明させてください。どうぞよろしくお願
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いいたします。 

 初めに、若年者雇用の状況について、若年失業率から御説明させていただきたいと思い

ます。かなり線があって見づらくて申し訳ないのですけれども、この図表は年齢別の失業

率を示したものでございます。日本の若年失業率は、国際的には低いことで知られている

のですけれども、日本の中では相対的には高い水準にございます。一般的に日本でいう若

年者は15歳から34歳になっておりますので、ここで示されているものは、主に15歳から34

歳です。年齢を問わず言えることとしまして、失業率はこの就職氷河期世代の辺りでどの

世代も高くなりまして、リーマンショックの前に下がった後、リーマンショックで再び上

がり、アベノミクスの時期に1980年代の水準ぐらいまで大きく下がっていったということ

がございます。この辺がコロナですけれども、コロナのところで僅かに上昇していること

になっております。女性についても似たような傾向なのですけれども、今回のコロナの特

徴としましては、雇用調整助成金等の活用によりまして、リーマンショックの直後のよう

に失業率がそれほどはね上がっているわけではない、例えば、この辺りの水準まではね上

がっているわけではないということなのですけれども、若年者の雇用は雇用の状況に最も

敏感でありますので、その時々の雇用の状況に大きく左右されるものでございます。よっ

て、今後については予断を許さないという状況にあるかとは思います。また、よく尋ねら

れるのですが、少子化がますます進む中では労働力不足になるので、若い人の就職難は起

きないのではないかということがよく言われたりします。確かに、若者の数そのものは大

きく減っていき、希少化していく、これは間違いないところなのですけれども、景気が悪

化した場合にまず雇用調整されるのは職業経験のない若者でありますので、その点につき

ましては今後も変わりはないと考えております。 

 続きまして、若年者雇用はいろいろな捉え方があるのですけれども、ここではフリータ

ー率について切り取って見ております。５年に１度実施される総務省の就業構造基本調査

という日本で最も大きい労働に関する調査を当機構で二次分析した結果でございますが、

５年に１度でございますので、最新の調査がコロナ前になってしまうことは御留意いただ

ければと考えております。この図表はフリーター率の変化を５年ごとに見たものでござい

ますが、先ほどの若年失業率の変化と同じような動きをしておりまして、氷河期のときに

フリーター率が上がって、それが下がり、またリーマンショックでちょっと上がって、非

常に大きく下がるということは基本的には同じなのですけれども、異なる点としましては、

コロナ前の失業率は80年代と同じ水準ぐらいまで低下していたことに対しまして、フリー

ター率は、もちろん氷河期のときに比べれば随分下がってはいるのですけれども、90年代

後半の水準にもなかなか戻っていないことが分かるかと思います。恐らく90年代後半に若

年労働市場に構造的な変化が起きたということだと推測しているのですけれども、非常に

景気がよい時期でも今後も一定の水準で若い非正規労働者が存在し続けるのだろうという

こともまた推測できるかと思います。よって、非正規労働者として今後も働く若者がいる

ことを前提に支援は考えられる必要があるのではないかと感じているところであります。 
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 続きまして、若者の経済的基盤と結婚につきましては、先行研究も多いと思うのですけ

れども、ここでは最もプリミティブな変化をお示しできればと考えております。この左側

は雇用形態、右側は年収でございます。これは30代前半の男性に限っての図でございます。

まず、もともと、例えば、正社員は有配偶率が高く、パート・アルバイトや契約派遣など

を含む働き方である非典型雇用は低いことはよく知られていることかと思うのですけれど

も、この15年の間に、正社員につきましてはそれほど結婚率が低くなっているという感じ

はしないのですが、それ以外の働き方については基本的には非常に下がってきていること

が見えるかと思います。また、こちらは年収別の結婚率でございまして、こちらも、年収

が高い男性の方が、有配偶率が高いことについてはずっと変わらない変化ではあるのです

が、この年収が低い方、特にこの辺り、300万から399万の辺りにおいて、非常に下がって

きていることが見えてくるかと思います。あくまで単純な変化でございますが、近年にお

いて、特に男性が、非正規雇用であること、また、収入が低いことが、結婚において特に

マ イ ナ ス に な っ て い る こ と が こ こ か ら 見 え て く る よ う な 気 が い た し ま す 。        

こうした傾向の理由なのですけれども、単に若い女性が高収入の男性を好んでいる、選ば

れやすいということだけでもないのではないかということが私の推測です。解釈の域を出

ないのですけれども、若者におきましても子育ての責任が家族にあって家族が全て抱え込

むべきであるという社会的規範が共有されているということをインタビュー等から感じる

機会があるからです。例えば、教育が重要なので、子供が小さいときには母親は子育てに

専念すべきだ、お金がないと大学に行かせてやれないのはかわいそうだから、男性の経済

的な条件を整わなければ結婚できないということに結びついているのではないかという感

じがしております。こうした家族責任の重さが長じて、子供の学校から職業への移行がう

まくいかなかった場合、いずれ8050問題等に結びついてくる形になってしまうかと思いま

す。 

 なお、女性につきましては、参考資料につけてございますが、結婚で無業になる、ある

いは、働き方を変える方も多いので、男性ほどはっきりした変化ではないのですけれども、

女性の高収入層でやや結婚率が上がってきているような兆候がございます。しかし、子育

てを家族が抱え込むべきであるという規範のままでは、共働きによって経済的基盤を安定

させるだけでは十分ではないような感じもしておるところでございます。 

 続きまして、働き方としまして、在宅勤務の推移について御紹介をさせていただきたい

と思います。この調査は当機構が行っている調査でございまして、パネル調査で在宅勤務

の状況の推移を追っているものです。まず、コロナの前では在宅勤務を経験したことがな

い人たちが圧倒的で75％だったのですが、緊急事態宣言等を通じて経験者が増えてきたと

いうことがございます。ただし、その後戻ってしまっているという部分がございまして、

行っている割合はピークに比べると下がってしまっているということは大変残念なことで

あるとは思っております。とはいえ縮小の方向にはあるのですけれども、このコロナ前の

状況に比べるとかなり拡大してきていることから、かつてに比べれば非常に普及してきた



18 

 

ということが言えるのではないかと考えております。 

 この在宅勤務が生活にどのような影響を与えるのかということについても、当機構の高

見研究員が分析をしております。この図表は、家事・育児時間のコロナ前からの変化でご

ざいます。在宅勤務の経験・継続別で、有配偶者・フルタイムの方に限って見ているもの

なのですけれども、まず、コロナ前をゼロとした場合、緊急事態宣言中はどんな方も増え

たという形になっておるわけですけれども、その後の、2020年12月時点におきましては、

在宅勤務の経験・継続者が水色ですけれども、割と高い水準で推移している、しかし、在

宅勤務を継続しなかった人たちに関しては減ってしまったということがございました。従

いまして、在宅勤務を継続している者ではコロナ前と比べて家事・育児時間が多い状態が

続いているのですけれども、継続しなかった者についてはコロナ前の水準に戻ってしまっ

たという形になっております。従いまして、在宅勤務は生活において非常に大きな影響を

与えるわけなのですけれども、その在宅勤務をやめてしまった場合には元に戻りやすいと

いうことではないかと考えております。 

 在宅勤務が今回のテーマであります少子化や家族形成に影響を与えるのかということに

つきましては、この調査は、働き方だけを対象としておりますので、直接尋ねてはおりま

せん。そこで、別の「若者のワークスタイル調査」で、コロナの影響で在宅勤務になった

方々の家族形成に関する感想的な自由記述を抜粋して持ってまいりました。この在宅勤

務・テレワークにつきましては、もちろん、ポジティブな側面だけではなく、例えば、家

族の葛藤をもたらす部分ももちろんあるかと思います。他方で、ポジティブな側面もある

ことは事実で、先ほどの生活時間、あるいは、事例を３つ御紹介しますけれども、夫が完

全リモートになったことで家事・育児が助かるので２人目の決心がついたという専業主婦

の方、また、働き方が全面リモートになり、子育て中でも担当できる業務範囲が広がり、

勤務可能な時間が延びて可能性が広がったという正社員の女性の方、また、１人でいる時

間が多いので結婚したくなったという20代後半の男性などの例がございます。 

 以上が在宅勤務についての紹介でしたが、最後に、20代後半層の若者の職業意識の変化

についてお話しさせていただきまして、発表を締めくくりたいと思います。このデータは、

20年間の若者の職業意識の変化について長期間に渡り調べているものでございます。特に

2021年に大きく変わったこととしましては、１つは、この「一つの企業に長く勤めるほう

がよい」という一社志向は男女とも非常に大きく下がっております。また、もう一つ変わ

った点としまして、「できれば仕事はしたくない」も男女とも2016年からかなり上がって

きているという変化がございました。この「できれば仕事はしたくない」という仕事離れ

と言われるような傾向は、かつての氷河期世代のフリーターには見られなかった傾向であ

ります。また、コロナの下では、若者だけでなく全世代的にこの仕事離れ傾向が進んでい

るとも言われているのですけれども、若者においてはこの仕事離れ傾向がコロナ以前から

見られるわけです。もちろん経済的基盤のみが少子化に影響しているわけではございませ

んけれども、結婚や子育てを支える経済的基盤である仕事へのモチベーションが下がって
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いることは、少子化にとっては大きなマイナスになり得ます。今後の労働世界は大きく変

化していくと考えられるのですけれども、若者を仕事の世界にどのように包摂していくの

かということも大きな課題として指摘されているということかと思います。 

 私の発表は以上に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。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 今日は、２時間半とちょっと長いのですよね。報告者の方は、質問が終わった後に出て

いただいてもかまわないのですけれども、駒村さんにはせっかく入っていただいたのだけ

れども、質問の前がいいかなと思っています。 

 堀さん、確認で、簡単なことだけいいですか。今の映っている「20代後半層の職業意識

の変化」のグラフは、働いている人も働いていない人も含めて、無業も有業も全部を取っ

た数字でいいですか。 

○堀氏 はい。若者全てということです。 

○佐藤座長 つまり、雇用者だけではないと。 

○堀氏 そうです。 

○佐藤座長 その20代後半ということね。 

○堀氏 そうです。 

 ありがとうございます。 

○佐藤座長 分かりました。どうもありがとうございました。 

 今、17分ぐらいなので、今から５分、背伸びタイムね。健康上、大事なので、少しリラ

ックスをしていただいて、23分ぐらいに復帰ということで、５分休憩します。それまで、

報告された方はお待ちいただいて、休んでいただいて、その後に質疑にしたいと思います。 

 

(休  憩) 

 

○佐藤座長 それでは、ここから６時前後ぐらいまで、お三方への質問とさせていただき

たいのですけれども、多分皆さんに質問あると思うので、一巡は、例えば、前田さん、松

田さんと質問を出していただいて、多分重なり合う質問があると思うので、質問を受けた

方メモしておいてもらってまとめてお答えいただくという形でいいですか。 

 そうすると、今、委員名簿がないので、見える順ね。松田さんから、お三方の１人でも

３人でも結構ですけれども、２巡目もあると思いますが、まずは１巡目で質問を出してい

ただければと思います。 

○松田委員 中京大の松田です。 

 私の報告資料も提出しておりますが、併せて説明してもよろしいですか。 

○佐藤座長 よければ後でやってもらってもいいのだけれども、関係していれば一緒にや

っていただいてもかまわないです。 
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○松田委員 分かりました。そうしましたら、簡単に質問だけさせていただきますので、

すみませんが、後で話をさせてください。 

○佐藤座長 後で時間を取ります。 

○松田委員 まず、吉田先生、岸畑先生、御報告をありがとうございました。非常に勉強

なりました。 

 私からは、２点、意見です。 

 妊娠・出産を含めたライフプランニングの支援は非常に大切なことであり、私の意見と

して、政府が是非補助をして事業を進める価値があるのではないかと思います。 

 ２点目については、質問も含めて言います。ただし、そのときに少し慎重になった方が

よいのではないかと思うところがあるということです。それは、政府が直接あるいは前面

にこの問題を出していくといろいろな誤解を生むときがありまして、過去にもそのような

ことがあったのです。そう考えますと、内閣府様や政府様としましては、補助はするけれ

ども、あくまでもこの問題をよく知っている医療団体様や民間企業様の主体的な情報発信

や啓発という形がよいのではないかと思うのです。これについて何か御意見がありました

らいただければと思います。 

○佐藤座長 メモをしておいていただくと。特に後半は僕も大事だと思う。 

 松田先生、その２つでいいですか。 

○松田委員 結構です。 

○佐藤座長 次、前田さん、お願いします。 

○前田委員 甲南大学の前田です。先生方、御発表をどうもありがとうございます。 

 松田委員と同じで、まず、吉田先生と岸畑先生にお聞きしたいのです。社会保障を大学

で教えているのですけれども、そのときに、大学生ですので、妊娠・出産のことなどは、

授業中に、子供を産んだときにどういう育休制度や権利があるかというのと同時に教えま

す。私が前に横浜市役所で勤めていたときに、不妊治療の助成費制度が始まるときに市民

向けの説明会も致しました。一方市役所は職員の女性比率が高うございますので、市役所

の中で働いている大人の女性自身が妊娠出産について知らないことが非常に大きい問題意

識としてあったのです。年齢的に、20代後半、30代、40代ぐらいの女性がおられますので、

赤裸々にこういう妊娠率とかを挙げますと、松田先生も危惧なさっていたように、早く結

婚して産まなくてはいけないとか、あなたはすごく妊娠確率が低くなっている歳であると

いう事実を突きつけることにもなります。非常に難しい問題です。学生たちに聞きますと、

中・高時代に聞いているときは当事者ではないので、あまり記憶に残っていないようです。

本当は妊娠・出産適齢期の20代や30代の人こそ知らなくてはいけないのですけれども、そ

の人の生き方を誘導するのではないかと。アドバイスとしてありがたいという意見と、人

の生き方やライフコースに介入するのかという批判と両面からあって、なかなか行政が進

められないところがあります。大人の男性や女性に、人生を一方向に誘導しているわけで

はないという意味で、うまいアドバイスの仕方を教えていただきたいということです。 
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 堀先生には、私も大学生を教えていて感じているのですけれども、働きたくないという

子が本当に増えていまして、働くことにネガティブなイメージを持っています。私は、働

いて社会人になることは自分の役割が見つかり、それが収入に結びつき、学生にはない達

成感と喜びがあるよということを伝えているのですが。就活を経てだんだん成長していく

のですけれども、働くことにネガティブな子たちが増えている理由を、もし堀先生で何か

思いつくことがあれば教えていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 榊原さん、お願いします。 

○榊原委員 貴重なお話を、３人の先生、ありがとうございました。 

 吉田先生、お久しぶりです。ありがとうございました。 

 私から、質問を吉田先生と岸畑さんにお伺いしたいと思います。吉田先生は、ヨーロッ

パで妊娠・出産の御経験もあり、かつ医師として各国の制度や政策も御存じなので、是非

伺いたいのですけれども、今日プレゼンで教えていただいた13ページのところにあった低

出生体重児、かつて未熟児と言われた子供たちが、なぜ日本では増加しているのか。ここ

のデータの読み取り方というか、背後にある問題に、日本の周産期、特にその産前産後の

鬱の深刻さや出生直後の子供の虐待死亡の事例がなぜこんなに多くてそれを止められない

のかという、ひいては少子化にもつながる問題があるような気がしまして、お伺いしたい

と。 

 私がヨーロッパに行ってこの周産期や母子保健の取材をしたときに、１つ教えられたこ

とが、この低出生体重児や帝王切開や若年妊娠という指標がヨーロッパでは母子保健や周

産期医療の指標になっているのに、日本では違うと。日本では妊産婦の死亡率や新生児の

死亡率という途上国が使っている指標を今でも使っていて、低出生体重児が多いことに対

する社会的な危機感がないと。あわせて、日本は帝王切開も若年妊娠も多いのですよね。

つまり、周産期医療の考え方自体が先進国の中でちょっとずれていて古いのではないかと

いう感じがしています。そこのところをどう考えればいいのかという御示唆をいただきた

いなと思います。 

 あわせて、多分こことつながるのかなと思うのですけれども、不妊治療が今度保険適用

になって日本でも門戸が開かれることがありますけれども、それ以外の一般の妊娠・出産

は、先進国の中で珍しく日本は保険適用外になったままです。そこのところの医療へのア

クセシビリティーの悪さがこの周産期の質の悪さにつながっているのではないかという気

がしていて、その点についても御示唆いただけたらなと思います。 

 岸畑さん、非常に貴重なトライアルのお話をいただいて、ありがとうございます。この

助産師の活躍のところは、非常に日本で伸ばす余地があるところだと私も素人ながら感じ

ていて、世界各国のことと若干比べて調べてみると、ニュージーランドなどでは、マイ助

産師制度という、一人一人全員の妊産婦が国の制度の補助で無料でマイ助産師というかか
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りつけの助産師を持つことができて、それで妊娠・出産期の質がすごく上がったと聞いて

います。フィンランドには、ネウボラ、１か所の決まったところにかかりつけの助産師が

いてくれて、そこに行けば無料でいろいろな支援を受けることができる。聞いてみたら、

WHOはこういう制度を各国につくれと大分前から言っているのに、日本ではできていないと

いうことのようなので、補助金を増やして、岸畑さんがやっていらっしゃるような取組を

増やしていくということに大賛成なのですが、企業が努力するというよりは、社会システ

ムとして、もう少し全ての人がきちんとこのようなサービスにあずかることができるよう

にしていく必要もあるのではないかということについてはどのようにお考えなのかという

こと教え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した。 

○佐藤座長 村上さん、御質問があればお願いします。 

○村上委員 日本総研の村上と申します。今日はありがとうございました。 

 まず、吉田先生に、プレコンセプションケアによい日本語訳はないでしょうかという御

意見を是非お伺いしたいと思います。 

 先ほど岸畑さんのお話の中に京都府という名前が出ましたけれども、どこか自治体レベ

ルで積極的に展開するという点で特に注目しておられるところがもしあれば教えていただ

ければと思いました。 

 岸畑先生には、冒頭でおっしゃっていた医療で救えない社会課題が幾つもつながってい

るというお話がすごく印象に残ったのですけれども、例えば、助産師さんの助言範囲に、

不妊治療を諦めたけれども、養子を考えようかなとか、そういったところまでカバーされ

る余地があるのか、そんな形で課題と課題がつながるようなところを本当に相談できる方

がいらっしゃると本当に心強いし、選択肢が広がるのかなと思いまして、そこのところを

お聞きしたいと思いました。 

 堀先生も、今の話とつながるのですけれども、在宅勤務の効果という点で、不妊治療が

しやすくなったとか、これは非常に私の身近に聞いた話にとどまるのですけれども、そう

いったことはありますでしょうか。デリケートだと思いますが、外出できないストレスで

DVという話が一方である。でも、外出自粛と在宅勤務を別のものとして、在宅勤務のメリ

ットという点で、不妊治療しやすい、両立しやすいというようなことがもしあれば、教え

ていただきたいと。 

 以上、３点です。 

 一言だけ、先ほど冒頭であった、こういった妊娠・周産期に関する情報を20代や30代で

与えることが余計なお世話ではないかという批判に対してなのですけれども、私は医療に

関しては全く素人でございますけれども、スマホの脳に与える影響であるとか、食物アレ

ルギー、腸が洋食に合っていないとか、今回の件も、働き方が変化するスピードが人体の

スピードと合っていないというか、何か同じような課題ではないかという気がしておりま

して、このことだけ話すと拒絶反応があるかもしれませんけれども、ほかのものとくっつ
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けていくという発想はないだろうかと。この点は本当に感想レベルですけれども、こうい

ったことで何か御示唆をしていただければ大変ありがたく思います。 

 以上です。 

○佐藤座長 最初のプレコンセプションケアなどで言うと、堀さんのキャリア教育のかな

り広い意味の中でやっていくということがあるかも分からないね。その辺も含めてと。 

 駒村さん、途中からだけれども、伺っていて、分かりそうであれば。何か御質問があれ

ば。 

○駒村委員 すみません。それぞれお三方の報告は資料を見るだけでも大変面白くていろ

いろ議論したかったのですけれども、聞いていないので、できないので、堀さんだけ。 御

無沙汰しております。慶應の駒村です。 

 堀さんの資料の４ページなのですけれども、大変興味深くいただいているのですけれど

も、これはきっと2002年から2017年の間で所得分布が全体的に左にシフトしているのです

よね。所得分布のシフト自体もかなり足を引っ張っているという理解でいいのですかね。

所得分布をつけていただくと、恐らく400万は中位でもないですよね。このグループだと300

万ぐらいが中位なのでしょう。だけれども、もうちょっと昔だったら370万ぐらいの人が中

位だったものが、全体的に左に分布がずれてきていることによって、要するに、経済的に

結婚できる条件を満たした男の割合が減っている、こんなストーリーでいいのでしょうか。 

○佐藤座長 それを考えていただいて、それぞれの方に、御質問、御意見があったと思う

ので、可能な範囲で結構ですので、結構つながっているところもあると思いますので、ま

とめて可能な範囲でレスポンスをいただければと思います。 

 最初に、吉田さん、お願いいたします。 

○吉田氏 私もうなってしまうような御質問ばかりで、ありがとうございます。 

 松田先生がおっしゃっていた、政府があまりにも妊娠・出産・ライフプランニングをも

し前面に押し出すと、昔、私もそちら側にいて委員であったことがあったのですけれども、

産めよ増やせよにつながるとか、恣意的だとか、言われることもございますので、私ども

のスタンスとしては、若者の選択肢が増えるように、知らずに損をしないように、自分で

選んで自分で決められるように、いろいろな情報を提供しますよというぐらいの状態がい

いのではと思います。 

 また、前田さんから御質問いただきました、誘導するのではないけれども、うまいアド

バイスというのも、この松田先生と同じことをおっしゃっているのかなと思いました。私

も、うまいアドバイスとして、例えば、私が６人を産んでいるからあなたも産みなさいと

言ったことは一回もございません。私はこういうものを試してみたけれども、いいかな、

悪いかな、私の生き方をリトマス紙のように自分の価値観と照らし合わせて、このぐらい

だったらいいかなと判断する材料に私の選択を使ってほしいということと、例えば、85歳

の高齢方がエベレストに登ったとか、ヒマラヤに登ったと言うと、何となく皆さんの限界

が上がってリミットが外れて何かできるかもと思うのと同じように、子供２人が限界だと
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思ったらそこまでですけれども、６人を産んで仕事もしてと、皆さんの選択肢を広げて、

もっとリミットを突破したいなと思っているのですよと私はお話をしています。 

○佐藤座長 途中ですみません。天野さんに質問をお願いするのを忘れてしまって、ごめ

んなさい。天野さんに先にやってもらって、追加で吉田さんへの質問あるかも分からない

のだけれども、天野さん、お三方に質問があれば、よろしくお願いします。 

○天野委員  すみません。質問を最後にさせていただきます。 

 吉田先生、岸畑先生、堀先生、ありがとうございました。 

 吉田先生のプレコンセプションケアに関して、私は自分自身が不妊治療経験もあり、ま

た、自然妊娠では２子失敗して、やっと自然妊娠で1子授かったのは35歳でした。40歳を超

えて挑んだ不妊治療は成功しておりません。自らの産後経験・治療経験も踏まえ、野田大

臣と同じく、高齢出産に対しては経験者として反対でございます。高齢出産を推奨するよ

うな社会の状況は望ましくありません。私もそうですが、たとえそれが30代後半の方や40

代の方が聞くと心が痛むようなデータであっても、隠すのではなく出すべきです。なぜな

らそのようなデータを出さないことで、若い世代、今の10代、20代の子が、30代、40代に

なって、私のようなつらい思いをすることになるからです。そのような次の世代の苦しみ

を生む社会に日本がひた走っていき、保険適用にバイアグラだ、不妊治療だ、と言ってい

る今の社会の姿勢に、私は未来を担う子どもたちへの思いやりを全く感じません。30代以

上の方が聞いたら辛いというならば、次世代の教育として切り離しても結構ですので、若

い子たちにきちんと不妊に関する正確なデータを届けて欲しい。例えば、吉田先生は専門

家でおられるのでご存じだと思うのですが、日本産婦人科学会からARTデータ集（不妊治療

に関する成功率等を詳細に示したデータ集）が2015年ぐらいまではネットに上がっていま

したが、今は消されてしまい、不妊治療の生産率（生きて子が産まれる確率）がどれぐら

い低いか、非常に低いということが見えないようになっています。治療結果が成功した方

は、経験を話したい方もいるでしょう。成功した人ゆえに、前面に出て自分の不妊治療成

功経験を話したい方がいると思いますが、その陰で９割以上の方たちが泣いていると事実

が隠れています。ですので、私は、良い・悪いの善悪論の話ではなく、妊娠を希望する方・

希望されない方全てを含めて、客観的な発生の事実を知っておくというプレコンセプショ

ンケアは是非お願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 岸畑代表様に関しまして、私が仕事で関わっている結婚支援団体様の中に助産師さんが

結構おられます。毎月、10県の、結婚支援団体、自治体センターと研究会を開催していま

す。最近の話題としては、助産師さんのところに不妊の悩みで20代の若い男女が来るそう

ですが、相談内容に膣内射精障害が非常に多く、男の子が女の子ときちんと性を営めない

という状況が目立ってきたときいております。助産師さんの新たな役割として、本当に夫

婦に至る前、結婚が決まる前の男女が健全にカップリングできる性の知識すら持ち合わせ

ていないというところにも何か支援の手を差し伸べていただければと願っております。 

 堀先生から、30歳から34歳の男性の婚姻状況に関して、収入が高い人がいいという女性



25 

 

が多いという結果ではないと思う、というお話がありました。正に私はそのとおりだと思

っています。今、20代の結婚のトレンドとして、女性の学歴上位婚、年上婚の割合がどん

どん増えてきています。結局、30歳から34歳の男性の過去の結婚と逆行する組み合わせが

結婚しやすくなっています。そんな中で、未だに男性上位婚を目指す男女の未婚化が進ん

でいるというところだと思います。また、これは特に地方に多いのですが、親の反対によ

って男性上位婚が進められるケースが少なくありません。大卒の女性が高卒の男性を連れ

てきたときに親が頑として反対してしまうために、結果として30代の結婚に関し、男性上

位婚が多いように見える、というところもあるのではないかと思っています。過去の結婚

の結果は、鶏と卵みたいな因果関係である状況があると思います。婚姻統計と実際の現場

の結婚支援者からの声からの考えにはなってしまうのですが、これらを検証するような結

果も今後出てくるとありがたいなと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。すみません。天野さん。 

○天野委員 とんでもないです。 

○佐藤座長 吉田さん、途中ですけれども、今の質問も含めて、よろしくお願いします。 

○吉田氏 ありがとうございます。天野先生の言葉に、本当に胸が詰まりました。私も同

じような経験がありますし、同じような経験をした友人も患者さんもたくさん知っており

ますので、もしかしたら先ほどの松田先生や前田先生のお答えにつながるのかと思うので

すが、妊娠、結婚、出産という一つのパスといいますか、選択肢を提示すること、プラス、

天野先生のような真摯な当事者の声を届ける。もちろん、皆さん、なかなか口にしづらい

ことではあるのですけれども、口にすることで、実は私もという人がどんどん周りに出て

くるということもございますし、当事者の声、本当に胸に迫る今の天野先生のようなお声

を、啓発、後進に伝えるという何かうまいシステムがないかなと思いました。 

 榊原先生からは、本当に以前からいろいろとジャーナリズムの世界でお世話になりまし

て、ありがとうございます。ヨーロッパで、榊原先生の方がよく御存じかとは思うのです

が、私も、ロー・バース・ウエート、低出生体重児というのは、国の医療レベル、母子保

健レベルの指標であると思っております。ただ、周産期医療が、恐らく、産まれるまでの

産婦人科と生まれた後の新生児科で深い溝ができているということがもしかしたら原因か

もしれません。ただし、産婦人科医としては、安全に安心にきちんと命を救う、産まれる

までを見届けるのですけれども、赤ちゃんが低出生体重児でその後にいろいろな体の病気

が出たとしても、そこで分断されてしまう。今後はもっと周産期医療の側もシームレスに

生まれた子の生涯の健康を見る、私が公衆衛生の世界に転じたのもそこが原点でありまし

て、生まれるまでだけではなく、シームレスに人生の健康の基盤だと思って見るというこ

とを、もっと医療の中でも母子保健の中でも広めていかなければいけないなと思いました。

不妊治療の保険適用につきましては、私、全国1,700の基礎自治体の中で不妊治療の専門病

院があるとかないとかということを調べまして、乖離（かいり）というか、この話をする
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と長くなるのですけれども、不妊治療もそうですし、一般の妊娠・出産もそうですし、す

ごく地域格差が大きい。それも周産期医療のレベルと絡めて原因となっているのではない

かと思います。この辺は、また時間を改めてお時間を取っていただいてお話しできればと

思います。 

 あまり私がお時間を取ってもいけませんので、村上先生の御質問の答えとして、プレコ

ンセプションケアのよい日本語訳なのですけれども、レジリエンスとか、マインドフルネ

スとか、アントレプレナーシップとか、なかなかうまい日本語訳がない、むしろ片仮名で

あった方がかっこいいと言われる言葉もたくさんありますので、私も、生き方の選択肢・

決定権を増やす教育とか、いろいろ考えたのですが、今のところ、答えを持っていない、

先行自治体の答えもなかなか今は持っておらず、申し訳ありません。 

 天野先生は、本当に言いにくいことを私どものような初対面の人にもオープンにしてく

ださって、その勇気というか、利他的な、もうこれ以上つらい人を増やしたくないという

お気持ちに、すごく心を打たれました。 

 是非私も委員の先生方からいろいろと学ばせていただいて、また、今回、すごく大きな

励ましをいただきましたので、今後とも末永くいろいろと教えていただければと思ってい

ます。 

 全くお答えになっていない部分もありましたが、御質問を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す。 

 岸畑さん、お願いします。 

○岸畑氏 皆様、御質問をありがとうございました。 

 幾つかまとめてお返事していきたいなと思っております。 

 最初に、松田さんと前田さんに共通して、ライフキャリアに対する教育をしていくこと

が誤った捉え方をされるのではないかという御懸念がありました。これは性教育でもよく

言われていることで、今、包括的性教育やセクシュアリティガイダンスが出ていますけれ

ども、その中でセックス教育として捉えられると、誤った捉えられ方がされてしまうので

はないかと言われています。私は、内容としては伝えるべきだと考えた上で、伝え方、コ

ミュニケーションはとても重要だと思っています。性教育でも伝え方の３つの大原則があ

って、肯定的に伝えること、何々してはいけないではなくて、こうするといいよと肯定的

に伝えること、科学的に伝えること、聞いた話ではなくて、科学的に、数字的にこうだよ

としっかり伝えること、そして、多様性を伝えること、これが３つの大原則だと言われて

いますので、ライフキャリアについて社会人以上に対して教育するときにもこの姿勢は忘

れてはいけないところではないかなと思っております。 

 榊原さんも、御質問をありがとうございました。確かに、フィンランドではネウボラが

あったり、ニュージーランドやオーストラリアではマイ助産師制度が浸透していたりして

いまして、日本でもマイ助産師政策委員会みたいなものが助産師主体で立ち上がっている

かと思います。補助金を活用してそういう取組を進めていくこともとてもいいなと思って
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おります。 

 一方で、課題として、そういう地域に住む人のために助産師をマッチングしようと思っ

てもなかなか難しいというのは、私はサービス事業体として認識しています。なぜなら、

今、地域・社会や家族はコミュニティーとして機能していないので、浸透していかないの

ですね。誰か１人に伝わったとしても、そこからエリアに対して横展開していきづらいと

いう課題があります。その点、企業に導入すると何が起きるかと言うと、例えば、竹中工

務店１社に導入するだけで、１万4000人が助産師のことを知って、こういうときに利用で

きるのだということを知ってもらえるのですね。そういった意味で、私は今この世の中で

唯一機能している「企業」というコミュニティーを活用していくことはとても有効なので

はないかと思っています。それが見えた先、助産師がこういうことをしてくれるのだとい

うことが浸透した先に、そのように国が補助をして、マイ助産師をつけられるような社会

が浸透していくといいなという希望があります。 

 一方で、助産師といっても、免許更新制ではないので、本当にいろいろな人がいて、私

から見ても危険だなという人もたくさんいるのですよね。だからこそ有資格者であっても

ある程度のスクリーニングをして教育をして社会に出していくという取組は必要だと思っ

ているので、私たちも、ネットワークをした後、再教育したり、ライセンスの発行をした

りしているので、そういうスクリーニングは必要かなと感じました。 

 村上さんも、御質問をありがとうございます。在宅勤務で不妊治療がしやすくなったと

いう声はめちゃくちゃうちの会社にも届いていて、そこはすごくいい視点だなと感じまし

た。うちの会社も全員在宅勤務可なのですけれども、実際に、不妊治療をして、妊娠して、

もうすぐ育休ということがコロナ禍でも実際にありました。妊娠・出産への助言で人体の

変化につながっていけないのではないか、みたいな御質問もあって、確かに面白い視点だ

なと思ったのですけれども、こういう妊娠・出産の助言はある程度の人にはアレルギー反

応が出てしまうかなとは思うのですけれども、ここも性教育に立ち返って、性教育も性の

教育だけではなくてコミュニケーションや人間関係から伝えていかないといけないねとい

う話があるのですけれども、そういった、キャリアを考えるとか、家族の在り方、自分の

生き方を考える延長線上に妊娠・出産という選択肢があるのですよね。必ずそれ以外の選

択肢があることをしっかりと伝えていかないといけないなと思いました。 

 駒村さんも、ありがとうございました。 

 天野さんの御質問の中で、最近助産師に来る性の悩みの中に膣内射精障害があったと。

確かにこれはすごくあって、性教育が至っていないが故にマスターベーションの仕方を知

らなくて、男性が、机の角とか、床とか、硬いところでマスターベーションをしてしまう

ことによって膣の中で射精できなくなるというトラブルが起きてきています。あまりにも

性に関する情報をひた隠しにしてしまった結果だと私は思っているので、自分の体に触る

こと、自分の性感帯を知ること、心地いいという状況を知ることはとても重要なことだと

思っています。もちろん、その中に、硬いところでしては駄目だよとか、清潔な手でしな
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ければ駄目だよというルールを教えていくのは大人だと思いますので、こういうセンシテ

ィブな内容に関しても、逃げない、そして、専門家からきちんと伝えることを徹底してい

くべきなのではないかと思っております。 

 最後に、私宛ての質問ではなかったのですけれども、低出生体重児の話でも一言お伝え

したいなと思って、日本は低出生体重児が多いというデータから、やっと日本でも昨年か

ら妊娠中の体重増加の基準値が見直されて、もう少し体重が増えてもいいよとなったので

すね。一方で、これは何でかというと、小児科の医療がすごく発達していて、新生児が小

さく生まれても助けられる結果、平均すると、低出生体重児が増えるというところにもつ

ながっているのですね。確かに、早産、低出生体重児、障害があると、その後の産後うつ

とかにつながってしまったりもするのですけれども、低出生体重児が平均して日本は多い

ことは医療の発達の結果とも言えるのかなと思いますので、そこのデータの取り扱い方は

注意していきたいなと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 最後に、堀さん、お願いいたします。 

○堀氏 どうもありがとうございました。 

 まず、前田先生からいただいた御質問で、若い人が働くことによいイメージが持てなく

なっているのはどうしてか、もし、理由があれば、思いつけばということだったのですけ

れども、2016年にこのできれば働きたくないという割合が高まったときに、ブラック企業

のイメージがすごく浸透したからかなと思ったのですけれども、2021年になっても結局更

に上がっているということになって、改めていろいろと考えてみたのですけれども、よく

言われるのは最近の若者には欲がないということが言われて、かっこいい車に乗りたいと

か、すてきなお洋服やブランド物が欲しいとか、そういうある種の欲のようなものが持て

なくなっているので、例えば、支援する側も非常に働きかけづらいというお話を聞くので

す。ただ、それだけではなくて、正社員でも働きたくないという割合が高くなっているの

で、恐らく今まで日本の企業はうまく若者を企業共同体に包摂できていたのだと思うので

すけれども、どうもそれがうまくいかなくなっているのではないかということも思ってい

まして、この点については是非企業に変わっていただければと思っているところでありま

す。 

 村上先生の御質問は、先ほど岸畑先生がお答えになって、私は在宅勤務によって不妊治

療がしやすくなったかどうかというデータは持っていないのですけれども、改めて働き方

に関するデータはすごく家族形成に関する情報が弱いなということを思いましたので、是

非私もこれからの社会調査の中で取り入れていきたいなと思いました。 

 駒村先生から、所得分布が左にずれてきているのではないかと。今、エクセルをたどっ

てみたのですけれども、１年分しか時間がなくて出せなくてはっきりとしたことは言えな

いのですが、その可能性はあるかなと思ってはいるのですが、ただ、氷河期のときに比べ
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ると正社員の割合は非常に高くなってきていることも事実なので、これをどのように考え

るかということなのですけれども、全体としては、もちろん正社員の方が結婚しやすいし

収入が高い方が結婚しやすいということだと思うのですけれども、そこで説明できる部分

も限界があるのかなという感じはしております。駒村先生の御質問に直接お答えできなく

て、申し訳ございません。 

 天野先生の必ずしも上昇婚ばかりではないのではないかということは私もインタビュー

等で感じるところなのですけれども、フリーター男性にインタビューをすると保守的な結

婚感を持っている男性が結構多くて、自分はフリーターなのだから結婚を考える立場にな

いといったことがあるので、もちろん非正社員の支援とセットではあるのですけれども、

フリーターであろうと正社員であろうと結婚できるチャンスがあればできるような形に支

援していくことも大変重要かなと思いました。 

 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す。 

 まだ質問はあるかと思うのですけれども、後ろの時間もありますし、松田さんにお話し

いただきたいということなので、１つだけ、不妊治療の話は、吉田先生が御専門だと思い

ますけれども、若い頃から今日出たような正しい情報をちゃんと得た上で、できるだけ早

くそういうことに気づいてもらって、基本は早く治療を始めるということなのだよね。も

っと早く来ればと。ただし、早く始めても全員が授かるわけではないのだよね。確率的に

は全員というわけではない。ただし、世の中には成功した人の話だけが出ているのですね。

多分ここなのだよね。だから、どこかでクールダウンをすることをどう組み込むかという

ことはすごく大事で、始めるのが悪いという意味ではなくて、でも、必ず成功するわけで

はなくて、そういう情報でまだやれるだろうと思ってしまうところをどうするかだよね。

それだけ出てくるから、45でも50でもみたいな例があると、自分もと思ってしまうところ

をどうするか。でも、絶対に駄目だというのもまたあれだし、ここは難しいところで、こ

れとセットで不妊治療の情報提供をすることが一つかなと。そういう意味では、先ほどの

岸畑さんへの質問で出ていたように養子という選択肢もあるわけだよね。そういうところ

とうまくつなげていくことがこれからは大事かなと。そういう意味でも、若い頃から、広

い意味で、ライフキャリア、正に人生を考えるということでのいろいろな情報提供という

意味でやっていくことが大事かと思いました。 

 それでは、松田さんに御説明いただきますが、今日お三方は、ここで出ていただいて構

いません。ただし、残りたいという人は残っては駄目という意味ではないですよ。一応お

願いしているのはここまでということです。そういう意味で、吉田さん、岸畑さん、堀さ

ん、どうもありがとうございました。 

 それでは、松田さん、御用意いただいている資料があるということで、御説明いただけ

ればと思います。 

○松田委員 ありがとうございます。手短に話をさせていただきます。 
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 ２つの点について、今日の話に関わりますので、お話しさせていただければと思います。 

 まず、２ページを開けてください。１つ目は、今日の堀先生の報告に関わるところで幾

つか補足などをさせていただければと思います。我が国の若年雇用と結婚の関係です。続

くページの２枚に具体的な資料があります。私もこの件は分析しております。結果を２つ

申し上げさせていただいて、幾つか政策への示唆や課題があるのではないかという話をし

ます。１つ目ですけれども、まず、分析結果のポイントとして、若者の初職が大事ではな

いかということです。つまり、最終学校を卒業して最初の若い頃のキャリアがどうも結婚

にかなり影響している。特に初職が非正規であるとその後の結婚確率が低い。これは男性

です。これがほかの国に比べて日本はかなり顕著である。女性はそのような関係は見られ

ませんでした。２点目は、今日の先ほどの話にも関わりますけれども、若い世代の現在の

職業が２年後までの結婚確率に影響しています。正社員の方が結構確率は高いのですけれ

ども、同じ正社員でも年収が低い人の方が有意に結婚する確率が低いということです。ま

た、今日男性の話を堀先生はされていましたが、女性も幾つかそういう傾向が見られると

いうことです。女性の場合、年収の差は明確ではありませんが、少なくとも正社員の女性

よりも非正社員の女性あるいは無職の女性は結婚しにくいということは明確に出ていると

いうことです。政策への示唆ですけれども、これは日本の問題ですが、雇用流動性が低く、

正社員と非正社員の格差が大きいということです。なので、一旦非正規雇用等不安定雇用

になると、なかなか挽回しにくいことが問題だということです。２点目ですけれども、若

者の特に初期キャリア、政策的にはその初期キャリアの形成支援が課題ではないか、政策

として必要ではないかと思います。また、同一労働同一賃金という政策もなされています

が、これも大事だと思います。更に低所得の若者への結婚の支援が始まっていますけれど

も、これは必要だと思います。これに関して、質問があります。本日御説明はないという

ことですが、厚労省様の資料に確かこれがあると思います。現在これらの政策で成果が出

ているかどうかは検証すべき課題ではないかと思いました。 

 具体的な資料の数値は、御覧いただければと思います。次の３ページと４ページにあり

ます。 

 もう一つ、６ページをお開けください。これはコロナの子育て世帯の就業への影響です。

本日はコロナの若い世代への影響ということでお話しされていましたが、子供を持つ世帯

にもかなり影響があったということをお話しさせていただきまして、課題などを申し上げ

たいと思います。我々の共同研究ですけれども、決して大きくないサンプルですが、コロ

ナ禍が始まってから、2020年１月から2021年５月まで、５時点で、就業でどういう変化が

あったかを調べてみました。その結果ですけれども、２点目ですが、この間、夫も妻も就

業形態はおおむね変わらなかったと見られます。それは堀先生の報告と一致します。ただ

し、子細に見ると、妻においては就業形態別に見ると非正規雇用や自営業・自由業であっ

た方の月収の低下が顕著だということが確認できます。４点目ですが、これは我々も十分
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分析し切れていませんが、夫についてはどうも学歴がかなり効いていたということです。

大卒か非大卒かで。大卒は月収がすごく上昇しているのですけれども、非大卒は、労働時

間は延びているのですが、そうはなっていない。これは、ひょっとすると、雇用形態の差

や、結局、現場と非現場の差などがミックスした結果ではないかと思います。政策への示

唆を申し上げます。１つ目は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は労働市場において

立場の弱い人やその家族に経済的に影響を与えたということです。そうしますと、子育て

支援としましても、もちろん少子化対策としましても、そうした脆弱（ぜいじゃく）な世

帯に対する就業支援は必要とされているのではないかということです。具体的なデータな

どを次に載せておりますが、時間の関係上、説明は省略させていきます。 

 以上です。 

○佐藤座長 今の最初のスライドを出しておいていただいて。最初のまとめのものね。 

 堀さん、何か感想はありますか。突然ここで見せておいて感想というのも怒られてしま

うか。 

 非正規から正規への転換、流動性はそういう意味だよね。非正規から正規への転換とい

う意味だよね。 

○松田委員 はい。 

○堀氏 もし私から付け加えるとすると、非正規から正規に転換できた人でも収入が低く

なりがちということでしょうかね。 

○松田委員 そうだと思います。 

○佐藤座長 一つは労働契約法の無期転換がそろそろこうなってきて、もう一つは同一労

働、不合理な処遇差の解消という、２つが動き始めたときに効果が出てくるかということ

だと思うのだよね。それは少し着目していく必要があるかなと。基本的に有期の５年以上

はいなくなるわけだよね。一応法律がちゃんと回っていけば、10年も有期をやっている人

はいなくならないとおかしいわけです。 

 これは、今日、厚労省の方にというのはあれだと思いますので、事務局でまた関係者ご

とに厚労省に聞いてもらうような形にできればと思います。 

 松田さん、取りあえずいいですか。 

○松田委員 よろしくお願いします。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、２つ目の議題ということで、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策

室から、地域・社会における子育て支援を、お待たせしましたけれども、御説明いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。お手元の資料があると思いますので、よろしく

お願いします。 

○山口厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長 ありがとうございます。 

 資料６を御覧いただきたいと思います。 

 厚生労働省子ども家庭局の山口と申します。よろしくお願いします。 
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 お時間が５分程度ということですので、かいつまんで御説明しますと、資料を飛んでい

ただいて、７ページを見ていただきたいと思います。 

 社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会におきまして議論を行っていただいてお

ります。※にありますとおり、一部を除き12月28日に取りまとめを公表とありますが、そ

の後、先週、２月３日の木曜日にまたこの専門委員会を開催しまして、この内容でおおむ

ねまとまったところでございます。この内容について、これまでも御議論がありましたよ

うに、言わば、地域や社会で子育てを支える機能が弱まっている中で、家庭における子育

てをどう支えていくかということで議論をしております。 

 具体的には、１つ目ですが、市区町村における家庭・養育環境支援の強化ということで、

（１）にあるとおり、把握・マネジメント機能の強化、まず、支援が必要な家庭をどう把

握し、そして、支援に結びつけていくかということであります。１つ目の丸にあるとおり、

市区町村における身近な子育て支援、例えば保育所などによる身近な把握・相談機能を整

備していくこと。保育所は、今まで保育を使っている子供たちあるいは親御さんに対する

支援をしっかりやってきておりますが、利用していないような地域で子育てをしている家

庭にも支援を届けられないかといった議論です。２つ目は、全ての妊産婦・子育て世帯・

子供の一体的相談機関の設置。右側に※でありますが、現在、この市区町村に対しては、

母子保健サイドのセンターである子育て世代包括支援センター、先ほど少しありましたが、

日本版ネウボラと言われているもの、子ども家庭総合支援拠点、これは児童福祉の立場で

それぞれ設置をお願いしているような形でしたが、これを一体的に行うような相談機関を

つくっていく。言わば子供家庭センターのようなものを全ての市町村に置いていくことを

目指していくということでございます。そうしてつくっていくような一体的相談機関にお

いて、次の丸にあるような支援の必要性の高い世帯を効果的に応援していくためのサポー

トプランのようなものをつくってはどうか。例えば、今、高齢者介護あるいは障害の世界

ではケアプランというものがございますけれども、子供にも類似のものをサポートプラン

として支援の必要性の高い世帯に使ってはどうかということであります。（２）支援の充

実とありますが、そういった中でも支援をするメニューが十分にあるのかということでご

ざいます。右側の（２）の１つ目の丸、※に書いてありますが、訪問による生活支援ある

いは学校や家に居場所のない子供たちの居場所の支援が今まで必ずしも十分にできていな

いような状況にある、あるいは、現在あるような、例えば、一時預かりあるいはショート

ステイといったサービスについてもまだ十分な量が確保されていないといった中でこうい

った支援を充実させていくことが必要であろうと。また、２つ目の丸にあるとおり、市区

町村からなかなか支援が届かないような、支援を受け入れていただけないようなケースも

多くあるという中で、市区町村の利用勧奨あるいは措置といった権限を併せて付与してい

くことを検討する。 

 ２つ目でございますが、児童相談所の支援機能の強化。１番目は、市区町村、基礎自治

体の話でしたが、２番目は、児相ですので、言わば県単位でございます。児童相談所につ



33 

 

いてはこれまで児童福祉司の増員などに取り組んでいますが、さらに、ここに１つ目の丸

にありますとおり、※にあるように、民間と協働したような保護者支援、親子の再構築支

援、あるいは、里親の支援といったことをしっかり強化していく。２つ目の丸は、一時保

護について、親と子供を分離して一時的に保護する一時保護制度の中で、今、２か月を超

えて親が反対している場合には司法審査にかかるという仕組みが入っていますが、開始時

についても司法審査を導入してはどうかということでございます。３つ目の丸にあります

が、一時保護所の処遇が必ずしも十分ではないのではないかということで、人員配置に関

する基準をつくる、あるいは、外の目を入れることが質の向上につながるだろうというこ

とで第三者評価の受審を義務づけていく、そうした議論を行っております。 

 ３つ目は、子供を中心として考える社会的養育の質の向上ということで、子供の権利擁

護という観点から、１つ目の丸にあるように、例えば、児童相談所による措置、あるいは、

例えば、一時保護をする、児童養護施設に入所させるといった措置の際に、子供の意見、

意向をきちんと把握をする、その子供の最善の利益を考慮して措置に反映させていくとい

うことをしっかり位置づけていく。また、そういった子供たちが必ずしも自分の意見を十

分に言える子供たちだけではありませんので、子供たちが意見・意向をしっかり表明でき

るような支援、そうした体制整備を都道府県にお願いをしていくこと。また、３つ目の丸

ですが、社会的養育の下で育った子供たちが自立していく際にそこでまたつまずくという

ことも多くあるということで、自立支援のところをもっと充実させていってはどうか、※

にあるとおり、年齢による一律の対象等を見直していく、あるいは、在宅でいる子供たち

の通いの支援といったものを整備していくという議論を行っています。 

 ４つ目は、人材育成等で、子供家庭福祉を担うようなソーシャルワーカーといった資格

をつくっていくこと。その２つ目の丸ですけれども、児童へのわいせつ行為を行った保育

士の資格管理の厳格化、また、ベビーシッターへの対策といったものも盛り込んでおりま

す。 

 こうした内容について、報告書の内容を踏まえて、この通常国会に児童福祉法の改正法

案を提出する方向で、現在、法案準備の作業を進めているところです。 

 説明は以上です。 

○佐藤座長 どうもありがとうございました。 

 今御説明いただいたことへの質問と、もう一つ、松田さんの説明資料と、皆さんが見ら

れているかどうか分からないけれども、資料５が働き方のところなので、もしその辺を通

して質問があれば。厚労省の担当の方がいらっしゃるようなので、もし松田さんの御説明

に何か関連したことがあれば、厚労省の方、何かありますか。人材開発統括付のキャリア

形成支援担当の方、担当の方がいらっしゃるみたいなので、もし松田さんに関係して御説

明があれば、せっかく来ていただいているから、お願いします。 

○溝口厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課課長補佐 厚生労働省雇用環境・

均等局の溝口と申します。 
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同一労働同一賃金につきましては、資料５の22ページにも載せておりますとおり、各企業

での取組は着実に進んできているという形になっております。また、国としましても、労

働局による報告徴収などをしっかり行うことで法履行確保に努めているところであります。 

 また、松田先生おっしゃっていた実際の施策が効果として現れているかという点につき

ましては、最近の賃金の動向として、毎月勤労統計調査によると、特別給与が、コロナ禍

においても、パートタイム労働者の方は上がっているというようなデータもあります。こ

ういったデータは、正にこの同一労働同一賃金の施行によって不合理な格差の是正が進ん

でいる一つの効果とも考えられております。 

 まだ施行して年が浅い制度でございますので、引き続き履行確保をしっかり行っていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○佐藤座長 最後の点は、パートにもボーナス等を支給する企業が増えてきているという

話だよね。特別給与と。 

○溝口厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課課長補佐 おっしゃるとおりです。

賞与等の関係です。 

○佐藤座長 それはかなり目立つところなので、かなり割合の改善が進んできているとい

うことは結構大事な点だと思う。どうもありがとうございました。 

 お願いします。 

○辻野厚生労働省人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室職業能力開発指

導官 続きまして、人材開発統括官付から、若年者雇用に関して説明させていただきます。 

 松田先生がおっしゃるように、初職がとても大事だ、今後の経済状況に影響するという

ことはおっしゃるとおりでございまして、まず、大学生や高校生の段階から、労働局の職

員やハローワークの担当職員が直接学校に出向いて、労働、働くことに対する意義やキャ

リア形成の重要性を講話するといった取組を行っております。 

 実際に就職活動が始まって、なかなかうまくいかないという方々も一定程度おられます

ので、そういった方々に対しては、ハローワークとは別に新卒応援に特化したハローワー

クを設けて、そういった方々に対して、担当者制の支援を行っているところでございます。 

 加えて、フリーターになっておられる方、もちろん、望んでなっておられる方もおられ

ますでしょうし、仕方なくなっておられる方もおられると思いますので、そういった方々

に対してはまたハローワークとは別の施設を設けて、わかものハローワークというものを

設置しております。これは全国に25か所ございまして、先生がおっしゃるような施策効果

は一体どういったものがあるのかということに関しましては、令和２年度実績では9.8万人

の方々が正社員に就職しているという実績がございます。もちろんフリーターを支援して

いるわかものハローワークについて、知られていないということもあると思いますし、そ

ういったことについては、関係機関からのリファーとか、関係性を構築して適切な支援施

設につなげていくことは、福祉部局とともに連携してやっていきたいと思っております。 
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 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。 

  松田さん、そういうことで、またあれば 

○松田委員 ありがとうございました。着実に政策が進んでいると思いました。 

○佐藤座長 それでは、先ほどの資料６について、榊原さんが手を挙げられているので、

地域・社会における子育て支援について御質問なり御意見をお願いいたします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 時間が押しているので、私からは、厚生労働省の方が説明くださった資料６について、

１つ、御質問させてください。 

 児童福祉法の改正の中で、社会的養護の在り方を子どもの権利条約の観点から強化しよ

うとか、一般家庭の家庭・養育環境支援の強化にもウイングを広げて取り組んでいかれよ

うという方向性を、非常に心強く、是非頑張って進めていただきたいなと思って、お話を

伺いました。 

 １点、伺いたいのが、冒頭のところ、（１）の把握・マネジメント機能の強化のところ

で御説明いただきました身近な子育て支援（保育所等）における把握・相談機能の整備と

いうところと、その次の丸のところ、一体的相談機関の設置として子育て世代包括支援セ

ンターと子ども家庭総合支援拠点の見直し、統合・再編のことだと思うのですけれども、

この両方を「相談機能」と同じ言葉で書かれているのですけれども、これは同じ機能を保

育所にも母子保健や今まで児童福祉系のところでやってきたところにも持たせようという

構想ですか。それとも、区別してお考えでしょうか。 

○佐藤座長 お願いいたします。 

○山口厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長 ありがとうございます。 

 資料６の８ページを映していただけますでしょうか。今の質問は大変重要な点でござい

まして、まず、その質問に答えるといたしますと、いろいろなやり方が自治体によってあ

ってもいいと思っておりますけれども、我々が典型的にイメージしておりますのは、ここ

で言うところの左側に、子育て世帯の「かかりつけ」の相談機関という記載がございます。

ここにあるように、保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点事業、NPO法人、

子ども食堂とかでもいいと思うのですが、そういった民間の資源の方が、敷居が低いだろ

うと。なかなか相談しに行こうと思ってもいきなり市役所に行くというのはハードルが高

いよねという御家庭も多いと思いますので、まずはそういった地域の民間サービスのとこ

ろで悩み等を受け止めて、そこでまずはかかりつけの相談という形で日々の悩みなどを相

談できるような機能を持っていくと。その上で、そういったところで受け止めた上で、こ

れはしっかり支援が必要だという家庭を把握した場合には、矢印が出ていますが、一体的

に相談機関が相談支援を行う。正に市町村のネウボラや子ども家庭総合支援拠点につない

でいって、そこが、より専門的な、例えば、サポートプランをつくるといったことを市役

所の業務としてやっていただくと。もちろん直接行っていただいてもかまわないのですけ
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れども、そういった形で言わば敷居の低い相談をつくっていくという考えで分けていると

いうことであります。 

○榊原委員 ありがとうございます。入り口と、ゲートキーパーと、その後ろの方にある

もう少し専門的なところという区別をなさっているということですね。 

 この保育制度の改革の中で保育所にかかりつけの相談機能を持たせるという話が出てき

たときに、全国の保育施設の皆さんから非常に危機的な声を私は幾つも聞きました。これ

まで、子供の専門の機関だからということで子育て支援なども保育所でもやってねと言わ

れてきたのに、子育て支援すら、保育士のように、子供を養育する、子供を保育する専門

家には、非常に難しかったという話を以前から聞いていたのですけれども、そこに、さら

に、今度は子育てがうまくいかないとか、子供がかわいく思えなくなってしまったとか、

夫婦にDVがあるという非常に高度な相談が来たときに、これは保育施設の手に余る話で、

ここを第一の窓口にされるのは違うのではないか、困るねという感じで伺いましたので、

今のように丁寧に検討を進めていただければありがたいなと思いました。 

○佐藤座長 村上さん、御質問があるみたいなので。 

○村上委員 ありがとうございます。 

 今の点と近いかもしれないのですけれども、今の７ページの子ども家庭福祉ソーシャル

ワーカー（仮称）の創設は、恐らく極めて大事なお仕事だと思います。実際にはどのぐら

いの年収ターゲットを想定してこの仕事を考えていらっしゃるのかということがもしあれ

ば教えていただきたいなと思いました。この手のものは、ほかにいろいろな仕事がありま

すよね。ほかと比べてというところで、もしあれば教えてください。 

○佐藤座長 可能な範囲で。 

○山口厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長 ありがとうございます。 

 今の段階で、すぐさま具体的な数字を持ち合わせているわけではございませんけれども、

この資格を持つ職業、就く仕事としてのイメージは、まず、第１に児童相談所の児童福祉

司があります。児童相談所の児童福祉司は基本的に地方公務員の正社員ですので、そうい

った意味で、公務員としての処遇が年齢に応じてされていくことになると思います。また、

そのほかの勤務先として、例えば、児童養護施設、あるいは、議論の中では、例えば、保

育所のソーシャルワーク機能なども考えてもいいのではないかといった議論もありました。

その際に、この資格を取ったことで、何らかの処遇がよくなるとかインセンティブがある

といったことを併せて考えていかないと、結局、資格をつくっても誰も取らないというこ

とになりかねないので、インセンティブについても併せて検討すべきという指摘をいただ

いているところです。具体的には、これからだと思っています。 

○村上委員 ありがとうございます。 

○佐藤座長 もう１つ、議題があるのですけれども、いいですか。質問はあるかな。いい

ですか。 

 どうもありがとうございました。 
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 それでは、議題２ということで、先ほど野田大臣からも少し説明がありましたけれども、

こども家庭庁の設置でいろいろと法案等々が準備されていますので、これについて御説明

いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○佐藤内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室参事官 内閣官房こども家庭庁設置法案等

準備室で参事官をしています、佐藤と申します。今日は、ありがとうございます。 

 それでは、画面で資料を共有しながら御説明をしたいと思います。 

 まず、資料７－１、今、画面には３枚目を映していますけれども、こども政策の推進に

係る有識者会議が、この検討会の座長の佐藤先生をはじめ、内閣府、厚生労働省、文部科

学省の子供に関係する審議会や検討会のトップの方々に構成員となっていただいて、また、

臨時構成員として、現場で様々な支援や子供に関わる活動をされているようなNPOや学識者

の方々をお迎えして、全体の座長を清家先生にお願いしまして、９月から11月ぐらいにか

けて５回ほど御議論いただきました。そうした中で報告書をおまとめいただいて、11月末

に岸田総理に提言としてお持ちいただきました。 

 その中身について、まず、かいつまんでお話をいたしますと、今、画面に映っています

とおり、Ⅰに「はじめに」ということで少子高齢化の進行は有事とも言うべき危機的な状

況であり、虐待の相談対応件数や不登校の件数は過去最多で、こどもをめぐる状況がひど

い状況になっていて、かつ、コロナ禍でそれに追い打ちをかけているという認識を示して

います。その上で、Ⅱに、今後のこども施策の基本理念として６つを掲げています。１点

目に、まずもって、こどもの視点と子育て当事者の視点に立った政策立案を貫いていくの

だということ、２点目に、全てのこどもの健やかな成長、Well-beingの向上を図るんだと

いうこと、３点目が、誰一人取り残さないということです。４点目が、こどもや家庭が抱

える様々な複合する課題に対して、縦割りの壁や年度の壁や年齢の壁を克服して包括的な

支援を届けるんだということ、５つ目が、待っているだけの支援ではなくて、予防的な関

わりを強化したり、支援が必要なこども・家庭にしっかりと支援を届けるという、プッシ

ュ型、アウトリーチ型の支援にしていくのだということ、最後に、データや統計をしっか

り活用して、エビデンスに基づく政策立案、PDCAサイクルを回すということ、これらを基

本理念として打ち出していただきました。 

 Ⅲで、今後の取り組むべきこども政策の柱と具体的な施策として幾つか掲げていただい

ております。まず、１点目が、結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を

目指すということで、この検討会のマンデートとも近いものでありますけれども、その希

望をかなえるということももちろん大事でありますけれども、加えて、そもそも希望が持

てないような状況にもなっているので、夢や希望が感じられるような、持てるような社会

をまずは目指していくのだということを掲げていまして、この丸で書いてあるような項目

ごとに具体的な施策の記載をしています。２点目に、右下ですけれども、全てのこどもに

健やかで安全・安心に成長できる環境を提供するということであります。３点目、成育環
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境にかかわらず、誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障する。困難を抱えているこ

どもや若者、家庭への支援を掲げています。４点目に、全体の共通の基盤として、こども

の権利の保障やプッシュ型の情報発信やアウトリーチ型の支援などを掲げています。 

 最後、Ⅳですけれども、プロセスの中で、今後、しっかり、こどもや若者、子育て当事

者からの意見を聴取し反映をすること、また、それをフィードバックしていくことを第一

に掲げています。また、自治体といった現場の方々との連携や、民間団体、NPOをはじめ、

民生委員さんとか、地域で活動していらっしゃるような現場の方々との連携をしっかりと

していくことをプロセスとしては掲げています。 

 秋に岸田総理に御提言いただいたことを踏まえて、昨年末に、こども政策の新たな推進

体制に関する基本方針を閣議決定し、今後のこども政策とこども家庭庁の在り方について

決めました。まず、今画面で映っています資料７－３ですけれども、１枚目のこども政策

の基本理念は、今申し上げた有識者会議で御提言いただいたものを基本的にそのままこの

閣議決定の文書として、今後のこども政策全般、こども家庭庁に限らず、政府が行うこど

も政策の基本理念として閣議決定をさせていただいています。 

 ２枚目からはこども家庭庁の話になるのですが、左上に目指すものとありますけれども、

こども政策を更に強力に進めていくためには、こどもの視点に常に立ってこどもの最善の

利益を第一に考える独立した行政組織が必要なのだと、そのために、今般、こども家庭庁

をつくるんだということです。右側に基本姿勢と掲げているものは、これも先ほど有識者

会議で申し上げたことと同じことです。こどもの視点、子育て当事者の視点、自治体との

連携強化、市民社会との積極的な対話・連携・協働、こども家庭庁は大事にしていくんだ

ということを打ち出しています。中ほどに司令塔機能の話がありますけれども、内閣府の

外局として、金融庁などと同じような形でこども家庭庁を置くことにしています。これま

で、少子化対策でありますとこの内閣府の子ども・子育て本部が司令塔になっておりまし

たが、例えば、こどもの貧困は別の部署であったり、児童虐待は厚生労働省であったり、

こどもに関する司令塔機能もこれまではばらばらとしていましたので、こども家庭庁に一

本化をして、こども家庭庁が政府のこども政策を一元的に担うことにしています。また、

こども政策を担当する内閣府特命担当大臣は必ず置かれるように法律で規定をして、その

大臣が勧告権をバックにしながら関係省庁との調整を行うということを考えています。ま

た、少子化の大綱がございますし、また、大綱をつくるときには閣僚会議である少子化社

会対策会議がございますけれども、ほかにもこどもに関係する閣僚会議や大綱がございま

して、こうしたものを一体的に推進し運営していくということを考えています。法律事務

の移管・共管の話は、少し後でまた述べます。一番下で新規の政策課題や各省庁の隙間に

陥りがちな事案について、こどものことはこども家庭庁がしっかりやっていくのだという

ことを位置づけています。 

 体制としては、大きく３つの部門を考えています。企画立案・総合調整部門はこどもの

視点や子育て当事者の視点、そういう意見を聞きながら、大綱をつくって、それを推進し
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ていくこと、また、エビデンスに基づく政策立案などをやっていくことを考えています。

左下の成育部門は、母子保健や妊娠・出産の支援、また、就学前の全てのこどもの育ち、

全てのこどもの居場所づくり、こどもの安全といったものを担当し、右下の支援部門が困

難を抱えているこども・若者、家庭に対する切れ目のない包括的な支援、また、こどもの

貧困対策、ひとり親家庭、社会的養護、障害児支援といったものを担うことを考えていま

す。 

 先ほど法律の移管・共管の話をしましたけれども、基本的に、内閣府のこどもに関係す

るような部署、子ども・子育て本部、ほかの子どもの貧困や青少年を担当している部署と、

厚生労働省の子ども家庭局のほとんど全てを移管するような形にしていまして、総合調整

権限も全体で一本化します。自ら実施する事務についても、こどもの権利利益の擁護、こ

どもの健やかな成長、子育て家庭への支援を目的としているようなものは、法律も事業も

移管をします。また、そういうこどもに関する部分とその他の部分が両方ある法律に関し

ては共管をするような形にしますし、例えば、巷間（こうかん）よく報道でも教育のこと

が言われていましたけれども、国民全体の教育に関係するようなものに関しては、引き続

き文部科学省とそれぞれの関係府省に残しておくのですが、個別の法律なりその総合調整

という形でこども家庭庁が関与するということを規定するようにしています。 

 ７－３の最後の紙はかなりざっとしたイメージですけれども、青っぽいところは文部科

学省がやる教育の話でして、緑っぽいところは全てこども家庭庁が担います。就学前、い

じめ・不登校といったグラデーションになっているところは、こども家庭庁が全体を主導

する中で文部科学省と密接に連携をしていくことにしています。 

 私から、資料７－１と７－３の説明は以上で、また、７－２は別の事務局の者から説明

を差し上げたいと思います。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 ７―２を説明していただいた方がいいのかな。 

○泉内閣府子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当） 資料７－２につきまして、御

説明します。 

 こどもに関する政策パッケージですけれども、こちらは、骨太の方針2021に基づきまし

て、また、先ほど御紹介がございましたとおり、こども政策の推進に係る有識者会議で示

されました基本理念や目指すべき方向性についての議論、また、先生方に進捗状況を御議

論いただいています少子化社会対策大綱を踏まえまして、政府を挙げて取り組むこども政

策をパッケージとして取りまとめたものでございます。２段階で取りまとめて公表してお

りまして、昨年11月19日に、補正予算を中心として、前倒しで当面実施するもの、30日に、

この有識者会議の取りまとめを踏まえまして、来年度以降に実施検討する施策も含めたも

のも取りまとめて、大臣より公表しているものでございます。 

 最初のページは、趣旨について書いてございますけれども、ポイントとしましては、最

後の丸のところでございまして、先ほど御説明しました有識者会議の報告が取りまとめら
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れたことも踏まえまして、新しい行政組織、現在、こども家庭庁となっておりますけれど

も、その創設を待たずしてできるものから強力に推進していくという趣旨で取りまとめて

いるものでございます。 

 ２ページをおめくりいただきまして、具体的な主な取組事項ということで記載しており

ます。１つ目は、結婚、妊娠・出産、子育てをしやすい環境整備として、検討会でも御紹

介いたしましたけれども、結婚・子育てに関する地方公共団体の取組の支援や不妊治療の

保険適用、また、子育てや教育に関する経済的負担の軽減ということで、既に実施してい

るものもございますし、財源等も含めて今後検討していくものも記載させていただいてい

ます。 

３つ目は様々な事情を抱えたこども・家庭に対する支援の充実ということで、今日、厚労

省から説明がございました児福法の改正の検討、未就園児の支援も盛り込んでおります。

また、こどもの安全・安心ということで、こどもをわいせつ行為から守る環境整備や予防

のためのこどもの死亡検証の検討といったことも盛り込ませていただいています。また、

政策を進めるに当たっての共通の基盤ということで、温かい社会づくり、いわゆる機運醸

成とか、こども・若者から意見を吸い上げていく仕組み、安定財源の検討について、記載

をしております。 

 以降は簡単に御紹介しますけれども、３ページ目は、正に令和３年度の補正予算を中心

にして当面実施しなければならないものを記載しております。 

 ４ページ、５ページ目は、先ほど２ページ目で御紹介したものをもう少しブレークダウ

ンしているものです。 

 ６ページ目は、安定財源の検討について記載をしております。 

 ７ページ以降は、参考資料とKPIを掲載しているものでございます。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○佐藤座長 どうもありがとうございます。 

 確認で、こども家庭庁は令和５年度の早い時期からということなのだけれども、そうす

ると、基本的に先ほどのこども政策パッケージは、こども家庭庁ができることを視野に置

きながら、その間、少しそこで総合的にこども政策を進めるという理解でいいのかな。 

○泉参事官 はい。新組織の創設を待たずにできることをという趣旨で取りまとめをさせ

ていただいています。 

○佐藤座長 そういうことだよね。 

 それでは、こども家庭庁の骨格あるいは中身を御説明いただいて分かってきたかと思う

のですけれども、あまり時間はないのですけれども、５分ぐらいで何か御質問なり御意見

があれば伺いたいと思います。 

 松田さん、どうぞ。 

○松田委員 佐藤さん、御説明をありがとうございます。 

 このこども政策及びこども家庭庁の取りまとめというのは、政府内、また、有識者の方
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の相当な御努力でここまでできたものだと思いました。 

 その上で、１つだけ質問というか、伺わせてください。少子化対策はどうなっています

か、ということなのですけれども。今の御説明いただいた資料を拝見すると、こども家庭

庁の理念のところに少子化というものはなく、ただし、具体的なこども政策パッケージに

は少子化対策のことが何かあるような形に見えるのですが。少子化対策の司令塔、あるい

は、こども家庭庁やこども政策の中での少子化対策の位置づけはどのように整理されてい

るのでしょうか。教えていただければと思います。 

○佐藤座長 お願いします。 

○佐藤内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室参事官 ありがとうございます。 

 少子化対策はこども家庭庁が担う事務の中でもとても重要な事務でして、今、内閣府の

子ども・子育て本部が担っている少子化対策に関する司令塔機能は全てこども家庭庁が担

うことになります。具体的な体制づくりは正にこれからですけれども、しっかりと、少子

化の観点から、大綱の作成みたいな司令塔機能もそうですし、また、個別の事務もしっか

りと担えるような体制をつくっていきたいと考えています。 

○佐藤座長 いいですかね。 

 駒村さん、どうぞ。 

○駒村委員 ありがとうございます。 

 ３つほどありますので、かいつまんで。 

 資料７－２の２つ目のポツで、子育てや教育に関する経済負担の軽減策の拡充「など」

でほかに何がアイデアとして出ているのか。６ページ目には、質の向上を図るための財源

を含むと取ってつけたように入っていますけれども、これはこの中に含まれているのです

か。「など」の中に質の向上は含まれているのかどうかを確認させてください。 

 資料７－３の何ページだったかな。部局構成が出ていますね。３部局でやるというとこ

ろで、これは分かりました。データに基づく政策立案はすごく重要なので、既存政策も含

めてきちんと検証していただけるのかどうか、無償化がどういう影響が出たのか、そうい

う太い話をやっていただけるような、エビデンスベースでやれるような機能を持たせてい

るのかどうかということの確認です。 

 最後なのですけれども、こども家庭庁の創設に関するイメージ図の中で、読みづらいこ

とがあって、場所によっては赤字で内閣府や厚労省と書いてあるのだけれども、場所によ

っては何も書いていないものがあるのはどういう意味なのか。例えば、幼稚園のところは

文部科学省となぜ書いていないのか。これはどういう読み方をすればいいのか。それだけ

教えてください。 

 お願いします。 

○佐藤座長 佐藤さんに関わるところから。 

○佐藤内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室参事官 分かりました。ありがとうござい

ます。 
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 駒村先生の今おっしゃったデータ・エビデンスに基づくところでの既存の政策の検証は、

当然にやっていくことになると思います。例えば、先生のおっしゃった無償化の話も、幼

児教育・保育の無償化の政策自体もこども家庭庁が当然担っていきますので、そうしたも

のを全般的にしっかりと改善のサイクルを回していけるということを担っていきたいと思

っています。 

 ２点目のイメージのところに書いてあるものは、赤字で書いてあるのは、こども家庭庁

に移す事務の中で今はどこの役所がやっているかという説明になっていますので、幼稚園

や義務教育は文部科学省に今もあってこれからも文部科学省にあるので特に赤字で記して

いません。赤字が移管元の役所で、例えば、こどもの安全のところに消費者庁とかと書い

てあるのは、こどもの事故防止は消費者庁が少し事務をやっており、それはこども家庭庁

に移しますという意味であります。 

 私の点は、以上です。 

○佐藤座長 資料７－２はいかがかな。 

○泉内閣府子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当） パッケージの趣旨の最初のと

ころの「など」ですけれども、一番後ろについていますけれども、子ども・子育て支援の

さらなる質の向上を図るための財源も含むということもありまして、必ずしも経済的負担

の軽減に直接かからない部分についても財源確保しながら進めていくところもございます

ので、少し「など」という書きぶりをさせていただいているところでございます。 

○佐藤座長 いいですか。 

 そしたら、村上さん、榊原さん、前田さんが手を挙げているので、順に御質問を出して

いただいて、ちょっと延びてしまうかも分かりませんが、自分への質問かどうかをメモし

ておいていただいて、まとめてお答えいただく形にしたいと思います。 

 村上さん、榊原さん、前田さん、簡潔にお願いできるとありがたいです。 

 村上さん、お願いします。 

○村上委員 ありがとうございます。 

 私も、今の資料７－３の参考２の絵を見ながら、質問させていただきます。各省庁とこ

ども家庭庁の関係のところで、私は、子どもの問題は、今、SDGsと同じぐらいと言うと大

げさかもしれませんけれども、SDGsや気候変動といったことは、それをやっている人たち

だけのものではない、みんなにとって関係があるという理解が広まりすごく大きな動きに

なっていると思っています。例えば、農林水産省と子どもとか、国土交通省と子どもとか、

一元化はされるけれども、みんな関係があるんだよと、各省庁がちゃんと考えるというと

ころもきちんと出していただければなと思ってお話を伺いました。 

 以上でございます。 

○佐藤座長 榊原さん、短めにお願いね。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 ２点です。 
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 今日御回答がなくても結構なのですけれども、７－２で、これからのこども政策の基本

理念を伺い、非常に前に進む方向性が見えて、とてもいいと思いました。これを是非進め

ていっていただきたいと思うのですが、２ページ目のところにある、具体的にやっていこ

うと思う主な取組事項のところのラインナップを見ると、かなり乖離（かいり）があると。

目指しているゴールのビジョンと具体的にまずはこれをやろうと思いますというところに、

いろいろな乖離（かいり）がある。これを今後どのように埋めていこうとお考えになって

いるのかというのが一つ。 

 もう一つが、これは佐藤さんに伺うことではないかもしれないのですけれども、このよ

うにこどもの政策に関わる議論のステージが大きく変わる中で、この少子化社会対策大綱

の推進に関する検討会の立ち位置は、要するに、どういう検討が求められるようになるの

か、その変化があるのだとしたら教えていただきたいと思いました。 

 以上です。 

○佐藤座長 前田さん、お願いします。 

○前田委員 私からは、２点ございます。 

 １つは、松田委員からの資料には言及する時間がなかったのですけれども、コロナの第

６波も来まして、非常に子育て世帯の格差が広がっております。正社員で、在宅勤務がで

きて、家事・育児を夫婦でシェアしながら安定した雇用と収入を確保できる世帯と、本当

に脆弱（ぜいじゃく）な世帯で分かれております。今、その子育て世帯への包括的な支援

をどこが司令塔になってやっているのかということをお聞きしたいです。ワンショットの

お金を配るだけではなく、親の就労支援なども安定した家庭形成に必要ですので、そこの

司令塔が、今、この段階でどこかということです。 

 ２つ目は、こども政策の推進に係る有識者会議のメンバーの方々は、重要な活動をなさ

っておられるNPOの方や先進的な方が加わられて、素晴らしい問題意識で議論を進めておら

れると思うのですけれども、全国にこういう人材やNPOがあるわけではないです。施策を展

開していく上では各地域にそういう活動を担える人たちが必要で、現在の民生委員や児童

委員の方々だけでは担い切れない課題があります。新たな人材の確保、財源、トレーニン

グスキームなど、幾ら霞ヶ関で音頭を取っても現場で動く人がいないことには現場での改

善がないので、そのようなスキームをちゃんと考えていただきたいということが私の意見

です。 

 以上です。 

○佐藤座長 それでは、可能な範囲で、佐藤参事官、次いで、泉参事官、お願いいたしま

す。 

 佐藤さん、お願いします。 

○佐藤内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室参事官 ありがとうございます。 

 まず、村上委員から御指摘のあった点はおっしゃるとおりでありまして、こどもに関す

る政策はいろいろな省庁にまたがっています。こども家庭庁は、自ら担うべき事務は集約
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して担うのですけれども、全部は持てないので、例えば、国交省や農水省の話もされまし

たけれども、少年法や非行少年の立ち直り支援などというものもありますので、各省庁に

やらせるものに関してもいかに口をしっかり出せるかということを大事にしたいと思って

います。その点で、今まで、司令塔機能というか、政府部内の総合調整を担う機能が、内

閣府、内閣官房、警察庁、厚労省にばらばらと分かれていた。それを全部一つにまとめる

ことでようやく実効あるものにできるかなと思うので、また、総理をヘッドとする関係閣

僚会議も一体的に運営といいますか、それは全閣僚が入っておりますので、国交大臣や農

水大臣を含めてしっかりとこどもに関する仕事をさせることがこども家庭庁の役割だと思

っています。 

 次に、榊原先生からお話のあった件は、私が申し上げるのはやや僭越（せんえつ）なと

ころもあるかもしれませんけれども、少子化対策はとても大事であります。こども家庭庁

でしっかりとその少子化対策の旗を振って担っていく、また、自ら事務を実施するために

も、この検討会で大綱ができてからのこれまでの政策のチェックといったことをやられて

いると思いますが、この検討会の御議論をしっかり踏まえた形でこども家庭庁が引き継い

でいくということが大事なので、そのための御議論をいただけるとありがたいなと、私と

しては思っているところです。 

 前田先生からお話のあった、まず、今の司令塔に関して私がお答えする立場かどうか分

からないところはあるのですが、恐らく、今、明示的にこども全般について司令塔の機能

を担えているところはないのだと思うのです。なので、こども家庭庁をつくって、そうい

う機能を一本化して、こどもの視点に立って、常にこどものことだけを考えるこども家庭

庁が司令塔を担うということなのだと理解しています。 

 ２点目の地域の現場でということは、正におっしゃるとおりでして、現場との関係強化

をこども家庭庁は大事にしたいと思っています。その中で、こどもの健やかな成長とか、

そういう困難を抱えるこどもや家庭の支援に携わっている、それぞれの方々、人材の確保

や養成もしっかりと力を入れてやっていきたいと考えています。 

○佐藤座長 泉参事官からあれば、よろしくお願いします。 

○泉内閣府子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当） 榊原先生から御指摘のありま

した２ページ目なのですけれども、ここは主な取組事項ということで紹介させていただい

ていて、もう少し詳しいものは、４ページ、５ページにも記載させていただいております。

こども家庭庁が担うことも想定した全ての事務をフォローしているわけではないですけれ

ども、令和４年度の予算案から取り組んでいるようなもの、それ以外にもかなり財源確保

も含めて検討しなければならないものを中心に書かせていただいているところでございま

す。 

 また、ここの検討会の位置づけについては、先ほど佐藤からも説明があったとおり、体

制は変わりますけれども、少子化対策を進める必要性やきちんとPDCAサイクルを回してい

くということは変わりませんので、是非ここの検討会でいろいろ検討したこともきちんと
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こども家庭庁に引き継げるようにしていきたいと思っております。 

 私からの補足は、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。 

 ほんとはまだ議論したいのですけれども、あまり長くやるのもあれですので、もし何か

大きなことあれば事務局に伝えていただければと思います。 

 本日は、吉田さん、岸畑さん、堀さん、お忙しい中、時間を割いて有益なプレゼンテー

ションしていただいて、どうもありがとうございました。 

 こども家庭庁のイメージも我々で共有できたと思いますので、少しでも進むように、少

子化対策についてはここで議論していければと思います。 

 それでは、少し長くなりましたけれども、ここで本日の検討会は終了させていただきた

いと思います。 

 今後の予定は、事務局からまた連絡があるかと思います。どうも御苦労さまでした。 


