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○樋口部会長

そ れでは、定刻 ですので、た だいまから第 44回「仕事 と生活の調和 連携推

進・評価部会

仕事と生活の調和関係省庁連携推進会議

合同会議」を開催いたします。

お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。
初めに、野田内閣府特命担当大臣（男女共同参画）から、御挨拶をい ただきます 。
○野田大臣

皆様 、おはようご ざいます。担 当大臣の野田 でございま す。どうぞよ ろしく

お願いします。
皆様方には、ワ ーク・ライフ ・バランスの 実現に向けた 取組、点検 ・評価を進め ていた
だいておりまして、誠にありがとうございます。
ワーク・ライフ ・バランスの 実現は、経済 成長と車の両 輪と言われ ています。私 たちが
豊かな生活を実現 でき、性別、 年齢といった 多様性を尊重 する社会の 構築は、我が 国の活
力と成長力を高め 、持続可能な 社会の実現に つながります 。2007年に は、政労使の トップ
によって「憲章」、そして「行動指針」が策定されているところです。
ただ、この10年 、社会も大き く様変わりい たしました。 とりわけ、 私は今、総務 大臣を
やっているのです けれども、担 当の国勢調査 で、これは大 正９年から 調査が始まっ ている
のですが、2015年 の直近の国勢 調査において 、初めて人口 減少に転じ たという厳粛 な事実
がございます。こ れまで右肩上 がりで人が増 えてきたこの 国の体質も 、大きく様変 わりを
していくことになっています。
安倍総理も、先般 の解散総選挙 を通じて、初 めて少子高齢 化が国難と おっしゃいま した。
人口減少は少子化 によるもので ございまして 、これまでそ ういうこと は言っていた けれど
も、では、実際に そこにドラス ティックに問 題意識を持っ て取り組ん できたかとい うと、
なかなか人口減少 が進むスピー ドに比べて、 政府のほうで は遅きに失 したところが あるの
ではないかと思っています。
おかげさまで、 ある意味、デ フレ脱却過程 の中で就業者 数も増えて きている、女 性もど
んどん働けるよう になってきた 、有効求人倍 率も改善され てきたとい うところまで は大変
良いわけですけれ ども、これか らの試算によ る人口減少と いうのは、 相当な勢いを 持って
います。この１ 年でも約40 万人近くが自 然減というこ とは、か つて、恐 らく10年前に 憲章、
行動指針が策定されたときには、想定していなかった事態だと思います 。
それを踏まえて 、ぜひ皆様方 には、この部 会におきまし て、現実を 直視した、厳 しいけ
れども、若い人 たちに将来 の夢や希望を 与えることが できるような 、その目 安になる憲章・
行動指針を踏まえ 、さらに力強 くしっかり評 価をしていた だき、取り 組んでいただ ければ
ありがたいと思っています。
言葉というのは 非常に難しく て、ワーク・ ライフ・バラ ンスという のが定着して いるの
で、それをあえ て変える気は ないのですけ れども、本 来、人間の 人生という のは、ライ フ・
ワーク・バランス なのではない かと思います 。自分の人生 を豊かにす るためにいか に仕事
と折り合いをつけ ていくかとい うことが大事 で、先にワー クが来てし まうと、ちょ っと…
となってしまう。
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要は、働けるほ うが優位性を 持ってしまう ということに なってしま う。とりわけ 女性が
しっかりと社会に 定着し、貢献 するためには 、残念ながら 、今、家事 や育児や介護 という
のはワンオペと言 われていて、 働く女性であ っても専業主 婦であって も、育児とか 、介護
とか、行っている 男性の比率が あまり変わら ないのですが 、そこら辺 のところも問 題が多
いのかなと思って います。第１ 子出産後に仕 事に戻るのも 55％を目標 にしたけれど も、本
来100％なのではな いかと思いま す。子 供を産んだか らといって やめる必要は ないし 、やめ
なければならない こともないし 、そこら辺の ところのひず みをしっか りと、今後の 皆様方
の部会の検討の中でも御理解いただければ良いなと思っています。
私は、SNS ですごくがん ばっている女 医さんの文章 を読んでい て、は っとした言葉 があり
ました。彼女が目 指しているの は、ワーク・ ライフ・バラ ンスでも、 私が言うライ フ・ワ
ーク・バランスで もなく、ベス ト・ライフ・ バランスなの だと。要す るに、すばら しい人
生を送るために、 どう自分の人 生のポートフ ォリオをつく るかという ことが大切な のだと
書いてあって、は たと気がつく ものがござい ました。今後 、人口減少 は止まること があり
ません。止めたい と思っていて も相当な負荷 がかかってき ます。これ は、今までど おりや
ってきたことの継 続性が難しい という前提に 立っていただ いて、いろ いろな意味で 、その
先の安定を目指し ていける評価 、また、そう いう指針みた いなものを 御検討いただ ければ
ありがたいと思うところであります。
皆様方の真摯な 御検討を心か ら期待申し上 げまして、私 からの挨拶 に代えさせて いただ
きます。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
○樋口部会長

ど うもありがと うございまし た。非常に心 強い御挨拶 をいただきま して、

ありがとうございました。
それでは、カメラ撮りの方はここまでとしたいと思います。
（プレス退室）
○樋口部会長

そ れでは、野田 大臣は次の公 務のため退室 なさいます 。どうもあり がとう

ございました。
○野田大臣

よろしくお願いします。ありがとうございました。
（野田大臣退室）

○樋口部会長

それでは、議事を進めてまいりたいと思います。

まず、事務局から本日の議事について、説明をお願いします。
○田平参事官

仕事と生活の調和推進室参事官の田平でございます。

まず、参考資料 １「仕事と生 活の調和推進 官民トップ会 議の開催に ついて」を御 覧くだ
さい。
こちらにつきま しては、トッ プ会議で、ま ず日本経団連 の会長と全 国知事会の会 長が替
わられております 。したがいま して、中西委 員と上田委員 に御就任い ただくという ことで
ございます。
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それから、有識 者について、 権丈委員の役 職が変わられ ていること と、樋口部会 長の御
所属が変わられていることで、名簿の一部改正を行っております。
参考資料２を御 覧ください。 これはこの連 携推進・評価 部会の構成 員のことでご ざいま
す。ただいま申し 上げました有 識者の権丈委 員、樋口部会 長の変更に 加えまして、 長谷川
委員のお役職が変 わられており ますので、変 更をするとい うことで、御 報告でござい ます。
以上でございます。
続きまして、内 閣府仕事と生 活の調和推進 室の異動があ りまして、 新たに企画官 として
尾﨑が着任しておりますので、御報告いたします。
それから、本日 の御出欠でご ざいますが、 阿部委員、大 沢委員、権 丈委員、輪島 委員が
御欠席でございま す。また、小 林委員が御欠 席でございま すが、代理 として羽柴様 に御出
席をいただいております。
次に、本日の議 題でございま すが、議題１ としまして「 平成30年度 の主な点検・ 評価事
項（案）について」を御説明させていただき、御議論いただきます。
次に、議題 ２としまし て「保育 等の子育て サービスを提 供している数（認可 保育所等（３
歳未満児））」について御説明させていただきます。
次に、議題３で「報告事項」としております。
以上でございます。
○樋口部会長

そ れでは１つ目 の議題に入り ます。資料に ついて、事 務局から説明 をお願

いします。
○田平参事官

事務局でございます。

議題１の「平成3 0年度の主な 点検・評価事 項（案）につ いて」御説 明させていた だきま
す。
まず、資料１－ １と資料１－ ２を御覧いた だければと思 います。本 日は今年度の 第１回
目の部会となりま すので、年間 のおおむねの スケジュール を記載して おります。第 １回目
は本日でございま して、流れと いたしまして は、先ほど御 説明をさせ ていただいた ところ
になります。本日 の議論の後、 今年の７月13 日に、５年ご とに公表さ れる総務省の 就業構
造基本調査の最新 データが公表 される予定に なっておりま す。昨年度 におきまして は、こ
れも５年ごとに公 表される社会 生活基本調査 が公表された というとこ ろで、社会生 活基本
調査におきまして は、行動指針 に記載されて おります数値 目標の一つ であります「 ６歳未
満の子どもをもつ 夫の育児・家 事関連時間」 のデータとい うことで使 われておりま して、
本部会でも点検、評価を行っていただいたところでございます。
就業構造基本調 査につきまし ては、直接数 値目標の指標 ということ にはなってお らず、
数値目標としては 「週労働時間6 0時間以上の 雇用者の割合 」というこ とで、これは 労働力
調査のデータを引 っ張ってきて いるわけでご ざいますが、 昨年も作成 していただき 、今年
度も作成をお願い しようと思っ ております「 仕事と生活の 調和（ワー ク・ライフ・ バラン
ス）レポート」の 中で、参考指 標として、同 調査から、雇 用形態別、 性別という形 でデー
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タを掲載させてい ただいており ます。数値目 標の進捗状況 を確認して いただく上で 参考に
なるデータであろ うということ で、就業構造 基本調査の公 表後に、そ の内容につい て分析
を行って、次回の 会合、11月頃 と書いており ますが、そこ で御説明を させていただ く予定
と考えております。
また、毎年度「 仕事と生活の 調和レポート 」を作成して おりますが 、昨年度は社 会生活
基本調査の分析内 容、そ れから、関連する調 査研究の内容 等を取りまと めて「 仕事と家事 ・
育児・介護の両立 に関する現状 と取組事例」 を特集として 掲載してお ります。後ほ どまた
御説明させていた だきますが、 今年度もレポ ートに特集を 設けてはい かがかと考え ており
まして、本日、こ こで今年度の 特集のテーマ について御議 論をいただ き、それを踏 まえて
次回にレポートの 骨子案という ものを御報告 し、来年２月 頃を予定し ております第 ３回目
にレポート案をお 示しして議論 していただく 。それで年度 内にレポー トを公表した いと考
えております。そのようなスケジュールを資料１－１で案としてお示し しておりま す。
なお、今後、働 き方改革関連 法案の動向に ついて、これ も御説明を いただく必要 がある
と思っております ので、厚労省 にお願いする 形になると思 いますが、 そういう機会 も次回
以降設けていくことになると思います。
またこれも後ほ ど御説明をさ せていただき ますが、今後 、憲章や行 動指針の見直 し検討
を行うことになる と思います。 この資料１－ １では部会の 回数を３回 という形で書 いてご
ざいますが、回数 については追 加をさせてい ただくことも あろうかと 思います。そ の場合
にはまた御相談をさせていただきたいと思います。
ただいま、今年 度のレポート にも昨年度同 様に特集を設 けてはとい う御説明をさ せてい
ただきましたが、 資料１－２を 御覧いただけ ればと思いま す。「１

点検・評価の 基本的

取組」というとこ ろで、この部 会でこれまで ここ何年も行 ってきてい るものでござ います
が、数値目標の進 捗状況につい て、青、黒、 赤という形で どういう状 況で進捗して いるの
かというところを 示させていた だいて、それ について最新 のデータに 基づいて、こ ういう
状況で、そこを見 直す必要があ るのかどうか ということを お諮りして おりますが、 そうい
う基本的な取組について記載をさせていただいております。
２については、 さらにそうい う取組の中で 、平成29年度 においては 、特に重点的 な取組
として社会生活基 本調査のデー タを活用して 、レポートに 特集を設け るというよう な取組
を行ったところでございます。
30年度において は、１の基本 的な取組とい うことで、引 き続き数値 目標の進捗状 況が青
なのか、黒なのか 、赤なのかの チェックを行 っていただく ということ に加えまして 、今年
度も今から御提案 するような内 容、それ以外 のものも含め てテーマを 決めていただ いて御
議論いただき、そ れをレポート の中に特集と して掲載する こととして はいかがかと いうこ
とを事務局としては考えております。
そのような形で よろしければ 、テーマとし て考えられる ものとして 、案の１とし まして
は、先ほども御説 明をさせてい ただきました が、５年ごと に公表され る就業構造基 本調査
5

が７月に公表され るということ でございます ので、その調 査データに 基づいて、関 連する
「週労働時間60時 間以上の雇用 者の割合」に 関するデータ として分析 をしていくこ ととし
てはいかがかというものでございます。
案の２としまし ては、数値目標の指 標としている「自己 啓発を行って いる労働者の 割合」
は「進捗していな い」、いわゆ る赤という状 況になってお りますので 、このあたり につい
て重点的に点検・ 評価を行って はいかがかと いうことを御 提案させて いただきたい と思い
ます。
さらに、それ以 外にも議論す る必要がある のではないか というもの がございまし たら、
本日御提案をいた だいて、ここ で案の１、案 の２、その他 委員の皆様 から御提案い ただい
たテーマ案につい て御議論をい ただいて、テ ーマを決めて いただけれ ばと思います ので、
よろしくお願いいたします。
決めていただい たテーマにつ きましては、 内容によって は関連する データだとか 調査研
究などがないとい うケースもあ ろうかと思い ますので、そ の場合はま たそういうも のがあ
るかどうかのチェ ックをして、 その上で改め て御相談する ような形に したいと思い ますの
で、本日、まずは議論をいただければと思います。よろしくお願いしま す。
○樋口部会長

ありがとうございました。

赤、青、黒というのは、どこを見れば良いのですか。
○田平参事官

レ ポートの87ペ ージを開いて いただければ と思います 。こちらのほ うで数

値目標を右側に書 いていますが 、現状値とい うところで、 ここで青、 黒、赤という 形で記
載しております。 この青、黒、 赤にはどうい う意味合いが あるのかに ついては、87 ページ
の一番下の「凡例 」を見てくだ さい。青が「 順調に進捗」 ということ で「目標設定 時から
2020年 の目 標 値に 向け て直 線的 に進 捗 する と仮 定し た場 合 の直 近の 想定 値を 達 成し てい
る」状況を、黒が 「順調ではな いものの進捗 」はしている という状況 を、赤が「進 捗して
いない」というこ とで「目標設 定時の数値よ り目標までの 差が拡大し ている」状況 を示し
ておりまして、このあたりをチェックすることになると考えております 。
○樋口部会長

そ うしますと、 今の御説明を 少しおさらい しますと、 要は、87ペー ジにあ

るような、こういった 全て、①から⑬ま での項目につ いて、KPIに向か って順調に進 んでい
るのかどうかとい うことを検証 するわけです が、これは全 体について やると。特に その中
でもいくつか焦点 を当てて深掘 りをしたいと いうことにな るかと思いま すが、その深 掘り、
どこに焦点を当て るのかという ことについて 御議論いただ ければとい うことだろう と思い
ます。
その中で、事務 局の案としま しては、この ①から⑬の中 の、案の１ が⑤の「週労 働時間
60時間以上の雇用 者の割合」に ついて、ここ に特に焦点を 当てたよう な深掘りをし てはど
うかということ。 あるいは、案 の２としまし て、⑨の「自 己啓発を行 っている労働 者の割
合」について行っ てはどうかと いうことです 。そのほかに も御意見が あるかと思い ますの
で頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。
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佐藤委員、どうぞ。
○佐藤委員

なか なか目標が進 んでいないと いうのが一つ だと思うし 、もう一つは 、日本

のこれからの社会 経済の在り方 を考えたとき に、どういう ものを議論 したら良いか という
ことで、昨年度は 男性の家事・ 育児の関係で 、多分これは 女性活躍に とって不可欠 な部分
で、先ほど大臣が 言われたよう に、働いてい る女性の夫も 専業主婦の 夫もほとんど 同じよ
うな家事・育児時 間でという話 で、これをど う変えていく かというこ とで深掘りし たとい
うことで、去年は良かったなと思うのです。
今年度は、私と しては案の２ が良いかなと 思っていて、 人づくり革 命のほうでも リカレ
ントがかなり重視 されてきてい るので、これ から５年、10 年、つまり 、今、若い人 も含め
て60代、70代にな っても活躍で きるようにし ていかなけれ ばいけない 。そうすると 、一人
一人が今の仕事が できる、これ は当たり前で すけれども、 将来、５年 後、10年後の 変化に
も対応できるよう な、例えば変 化対応力とか 、知的好奇心 とか、学び 続けるという のは当
然必要になってく ると思うので 、そういうこ とを考えると 、一つは自 己啓発。つま り、仕
事以外に自分から 進んで学び続 けているかど うか、学び続 けるという のはどういう 人なの
か。例えば、単に 忙しいから学 べないという だけではなく 、そういう こともあると 思うの
ですけれども、そ れは働き方改 革のほうで時 間はできてく る。時間は あるけれども 、学ん
でいないという人 もいると思う ので、仕事以 外で学ぶとい う人の状況 、あるいは学 ぶよう
になる仕組みは何かみたいなものを少し深掘りしたら良いかと思ってい ます。
これはこれまで の社会生活基 本調査でも分 かるし、確か 就業構造基 本調査でも学 んでい
るか聞いています ね。あるいは 、周辺的には 国の自己啓発 助成金もか なり高額助成 をつく
り始めたので、ああ いうものがど れぐらい使 われているの かなどという データもでき るし、
あるいは大学とか 大学院で社会 人がどれぐら い勉強してい るのかとい う周辺データ もある
と思うので、少しまとめてやっていただくと良いかなと私は考えていま す。
以上です。
○樋口部会長

どうもありがとうございます。

榊原委員、どうぞ。
○榊原委員

大臣 の御発言も伺 うことができ て、思ったこ となのです けれども、こ の案の

１や２が、私もこ この部会にふ さわしいテー マとこれまで 認識してい たのですが、 野田大
臣の問題意識を伺 っていて、ラ イフはバラン スよくきちん と基盤がで きた上でワー クの活
躍だと、その前提 の基盤のとこ ろが足りない ではないかと いう問題意 識を強くお持 ちだと
いうところを共感して伺いました。
そのような観点 から見たら、 この87ページ でいくと、⑩ と⑪、女性 の出産後の就 業継続
が上昇しています けれども、ま だ何が隘路に なっているの かというこ とを点検し、 セット
でその先の保育の 政策はどうな のかというと ころをもし点 検できたら 、今、転換期 にちょ
うどある保育政策、幼児教育政策に非常に資するのではないかと思いま した。
というのは、御 存じのとおり 、保育は今、 厚労省と内閣 府と、幼児 教育というこ とで広
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く考えると文科省 というように ３府省に分か れていて、自 治体にとっ ても関係の施 設を運
営している人たち にとっても非 常に分かりに くい。私たち が取材して いても、一体 誰がど
う舵を取ろうとし ているのかよ く分からない 。どこにどう いう制度上 の課題がある のかも
非常に分かりにく い。誰もオー ダーのチェッ クをしていな いのではな いかと思われ るよう
な状況もある中で 、人づくり革 命といって幼 児教育・保育 の無償化と いう非常に大 きな政
策が打ち出されて いる。では、 ワーク・ライ フ・バランス という観点 から見て、保 育の政
策はどこまで来て いて、あとは 何が求められ ているのかと いう大括り の整理ができ たら良
いのではないかと思いました。
北欧のことを取 材して、1970 年代、80年代 に女性が就業 継続するの が普通になっ ていた
ときに、社会のい ろいろなシス テムが転換し た最大の軸は 保育政策の 転換だったと 理解し
ています。日本が ずっとやって きたような措 置から、子供 があまねく 保育を受けら れるよ
うな保育保障とい うような権利 性を大事にし た政策に転換 していって いる。それが 日本に
も、利用者の人た ちはもうそう なっているの に制度がそう なっていな いという中で 、いろ
いろな摩擦が起き ているという ようにも感じ ていまして、 では、日本 は一体どこま で来た
けれども、あとは 何が課題かと いうことをこ ういう場で整 理できたら 良いかなと思 いまし
た。
以上です。
○樋口部会長

ありがとうございました。

山本委員、どうぞ。
○山本委員

私も この⑩のとこ ろについて課 題意識を持っ ています。 確かにこの数 値が上

がってきてはいま すけれども、 いったん仕事 をやめた人た ちが、その 後どのような 働き方
をしているかとい うところにつ いて追ってい るものがない 。一回やめ てしまって非 正規に
なっている人、雇 用形態別のい ろいろなデー タはまだまだ 分析が足り ないのではな いかと
思います。
今、榊原委員は 保育所のこと についてもお っしゃってい ましたが、 女性が働き続 けられ
ない、それから、 復職しようと したときにい ろいろなとこ ろで支障が あるというこ とにつ
いても、もう少し深掘りをしていくということも一つできたら良いなと 思っていま す。
以上です。
○樋口部会長

ありがとうございます。

この後、説明が あるかと思う のですが、一 つは、内閣府 で平成30年 度に行う調査 が予定
されているのです が、どういう ことを調査す るかも含めて 、今、ここ で出てくるテ ーマに
沿って調査をやっ てもらおうと 思っています ので、それも 考慮に入れ て決めて御議 論いた
だけたらと思います。
どうぞ。
○大曲委員

今、 佐藤委員、榊 原委員、そし て山本委員か らいろいろ 御意見が出て 、大変

参考になる意見が たくさんあり ますが、案の ２というのも 非常にワー ク・ライフ・ バラン
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スという意味では、これから人生 100年時代を 迎えるという 中で大変こ の部分につい ても良
い話題だとは思う のですが、先 ほどから出て いますように 保育の関係 、これからの ことで
言いますと、もう 一つ新しく男 性の育児休業 取得。これが 確かに率は 伸びていると いうの
はありますが、現 在でも3.16と 、女性の取得 率と比較して 目標値も大 変低いです。 がんば
っているところで はあっても、 男性と女性と を比べたとき に、非常に 大きな差があ る。長
時間労働で男性が というところ で、女性がど うしてもこち らに偏って しまうという 部分で
あると、男性と女 性とのワーク ・ライフ・バ ランスの比較 ということ で見ると、男 性が育
児休業取得をして いくことで、 女性がもう少 し社会に出て 活躍すると いうことにも つなが
っていく。また、 体験する中で も生活という 部分で男性に もっと感じ ていただける のでは
ないかと思います 。できれば女 性の保育とあ わせて、男性 が育児休業 をとっていく 。そう
いう意味で、もう少し何か刺激があればとも感じております。
以上です。
○樋口部会長

ありがとうございます。

そうしますと、 今の御提案は ⑩、⑪、⑫を セットとして 考えたらど うかという御 意見と
いうことですね。
どうぞ。
○佐藤委員

今の 点で言うと、 レポートの12 2ページ、123 ページのと ころで、女性 が第１

子出産のところで やめてしまう というのは、 皆さん御存じ のように、 いわゆる妊娠 ・出産
のときに正社員の ほうは就業継 続率がかなり 高くなってい るのです。 もともと低い のはパ
ート等の人たちな のです。つま り、妊娠前に もう正社員を やめてしま っている人た ちなの
です。それでパー トで働いてい る人たちなの で、ここのと ころをどう 議論するのか という
話になると思うのです。
ですから、勤務 先の話かどう か、ここも難 しくて、結婚 ・出産でや めて、その後 にパー
トになっている人 が実はここは 多いのです。 だから、全体 としてはそ ういう働き方 をして
いる人が多い。そ れで全体を引 き下げている のですけれど も、そこを 議論するとい うこと
で、保育と直接リ ンクするかど うかは調べて みなければ分 からないの ですけれども 、もと
もと例えば123ペー ジの方も 、良い悪い は別ですが 、出産し ても続ける という人は４ 割なの
です。ですから、 この背景を議 論するという 話になってい くだろうと 思います。議 論する
必要がないという 意味ではなく て、現状はそ ういう状況に あるという 前提で考えて はとい
うことだと思います。
○樋口部会長

ありがとうございました。

実は今、別のと ころで議論し ているテーマ で、第１子出 産後の女性 の継続就業率 に地域
差が非常に大きい ということで 、大都市の間 でも関西圏と 関東で大き な差がある。 女性の
25歳から40歳まで の就業率を見 ますと、47都 道府県で一番 低いのが奈 良県で、それ に続い
て兵庫県、大阪府 が並んで、上 のほうに逆に 今度は北陸の ほうが継続 就業率が高い 。東京
は真ん中ぐらいで 、東京圏と言 いながらも千 葉、神奈川、 埼玉が低い という、通勤 の問題
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も含めてというこ とになるかと は思いますが 、そういった 差があると いうことを一 回分析
しておく必要があ るのかなとも 思っています 。全国一律、 KPIはそうな っているので すが、
そこら辺の事情についてもあわせて検討したらと思っております。
実は保育の問題 はこの後御議 論いただくKP Iとの関連と いうのもあっ て、これは役 所で言
うと担当はどこですか。
○伊藤参事官

内 閣府です。後 ほど担当して いる参事官が 参ります。 そこで御説明 させて

いただきますけれ ども、指標の 立て方ですね 。今までの指 標が積み上 げ形式でとい うこと
になっていて、前 回の会議のと きに私から申 し上げました 32万人とい う子育て安心 プラン
との関係での目標 設定ができな いかというこ とでいったん 持ち帰らせ ていただいた のです
けれども、積み上 げは基本なの で、そこでや りたいのだけ れども、こ れから積み上 げにつ
いては地方公共団 体から聞きま すのでという 話を後ほどさ せていただ きますので、 またそ
こで御議論いただければと思います。
○樋口部会長

榊 原委員がおっ しゃるように 、一本化して いないとい うものの一つ の例示

は出てくるのかも しれませんが 、そこを検討 しておく必要 があるので はないかとい う意見
もあったかと思いますが、いかがでしょうか。
ほかに御意見が なければ、今 、出ておりま す案の中から 絞らせてい ただいてよろ しいで
すか。
そうしましたら 、今、事務局 が用意しまし た２つの案、 ⑤、⑨、こ れを別個にそ れぞれ
の提案ということ ですが、それ に加えてむし ろ⑩、⑪、⑫ をセットで 点検したらど うかと
いうことでございますが、いかがでしょうか。
○佐藤委員

今、 言われた⑩、 ⑪、⑫、それ は当然点検す るのですね 。大事なのは 深掘り

するかどうか。
○樋口部会長
○佐藤委員

そうです。全般的に点検はしますけれども。
それ は毎年やるの で、深掘りす るかどうか。 そうすると 大事なのは、 データ

とか調査とか、両 方見ながらや らなければい けないと思う ので、重要 ではないとい う意味
ではなくて、当然 全部、特に進 んでいないと ころはやると いう前提で 、深掘りする という
ときに、そういう 意味で事務局 は多分就業構 造基本調査が 出るという こともあって 、その
両方を考えながら特集テーマを決めることになるのかなと思っています が。
○樋口部会長

こ れは今、かな りいろいろな 制約を考えた ほうが良い ということな のです

が、就業構造基本 調査、確かに ７月に集計結 果は公表され るのですが 、実際の分析 でマイ
クロデータ、個票 というのは、 おそらく10月 、11月以降に なってくる のではないか と思う
のです。それから 着手すると、 なかなか年度 内に出すのは 大変かもし れない。事務 局がや
るということであ ればもちろん それでも良い のですが、物 理的な時間 的な制約とい うのは
大丈夫なのでしょ うかとここで 聞いても、事 務局の案だか ら大丈夫なの でしょうけれ ども。
○佐藤委員

事務 局は公表デー タでやられる ということだ と思うので 、今までマイ クロデ

ータを使ったこと はほとんどな いので。かな り早目に申請 しないと難 しいので、現 状では
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公表データでやろうという趣旨だろうと思います。やれるかどうかは別 ですが。
○樋口部会長

公 表だと今のこ ういうものは できないので はないかな 。多分これは 特別集

計ですね。
○田平参事官

そ こについては 公表データと 考えていたの で、精査さ せていただき たいと

思います。
○樋口部会長

ど うですか 。多くの方は ⑩、⑪ 、⑫のほうを サポートし ているようで すが、

佐藤先生、どうですか。
○佐藤委員

私も 重要度が低い とかどうこう 言うつもりは ないので、 データとの関 係を考

慮する必要がある と考えていま す。それと、 特に男性の子 育て参加に ついては昨年 度深掘
りしているということもあるので、もちろん保育のほうをやるのはよい とは思いま すが。
ただ、先ほど私 が言ったのは 、女性の就業 継続には２つ あって、子 供が生まれて 働きに
くい要因と、結婚 ・妊娠、その 前で実は仕事 をやめて、例 えばこれは もしかしたら 夫の転
勤とかということ かも分かりま せんけれども 、それでパー トをやって いる人もいる のです
ね。だから、多分 こちらも保育 なのかどうか は少し考えて みたほうが 良い。そうい う意味
では、夫の働き方 とか、先ほど の夫が家事・ 育児をしない からやめな ければいけな いと。
だから、そのかな り前でやめた りパートとい う働き方を選 んでいる。 これももちろ んそれ
で良いという意味 ではないので すけれども、 データを見る と、保育の 部分ではない 部分ま
でかなり掘り下げる必要はあるかなという気がしています。
○樋口部会長

私 も幼児教育の 無償化にタッ チしてきまし て、予算の 関係もあって 、今年

相当に深くいろい ろデータ等々 もとらないと 、各自治体か らもそうい ったものがあ ります
し、国の予算のほ うもあります ので、現状に ついての把握 はかなり進 むのだろうと 思いま
すが、これはどうですか。
○伊藤参事官

後 ほどまた説明 がありますけ れども、将来 数値、どこ かにこういう 目標値

があって、それに 向けての進み ぐあいという ことになると 、現時点で は将来数値の アップ
デートを今年度内 にお示しでき るのかどうか というところ もよく分か らないところ があり
ますので、そういう観点からの検証は難しいのではないかと思っており ます。
○樋口部会長

で は、先送りし て恐縮なので すが、この決 定はこの後 に数値目標の 話が出

てきますので、そ の話を聞いた 上でもう一度 戻りたいと思 いますが、 そのような方 法でや
らせていただきたいと思います。
そうしましたら 、議題１はま だペンディン グのまま、議 題２の「保 育等の子育て サービ
スを提供している 数（認可保 育所等（３ 歳未満児））」につ いて議論を したいと思い ます。
まず、本数値 目標は前回 の部会におい て、次回 以降、改め て検討する とされてきま した。
現状について、内閣府の子ども・子育て本部の西川参事官から説明をお 願いします 。
○西川参事官

よろしくお願いいたします。

では、資料２で御説明させていただきます。
まず、この保育 に関する数値 目標に関しま しては、短期 的な目標と 中期的な目標 、毎年
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度、毎年度しっか りやっていく 部分と、もう 少し何年間か 見通してい きながら中期 的に計
画で押さえていく という両輪で やっておりま す。この資料 ２は中期的 といいますか 、５年
ぐらいの見通しと いうことで行 っている作業 につきまして 、御紹介さ せていただき たいと
思います。
御案内のとおり 、今のこちら の計画では、 認可保育所に 関しまして 、⑪の数値目 標とい
うことでございま すけれども、 少子化社会対 策大綱の閣議 決定の数字 を引用する形 でこの
数値目標が掲げら れております が、この少子 化社会対策大 綱の数字は もともとどう いうよ
うに我々は作業しているのかというのが資料２でございます。
これは市町村子 ども・子育て 支援事業計画 という計画の 数字を積み 上げているわ けです
けれども、丸で４ つぐらい掲げ ておりますが 、我々は就学 前のお子さ ん、３歳以上 のお子
さんであったり３ 歳未満児のお 子さんであっ たり、保育を 利用してい たり、あるい は専業
主婦の方で保育は 利用しないと か、いろ いろな全ての お子様方につ きまして 、この子ども・
子育て家庭の状況 と需要という ものをしっか りと調査をし ているとい うことでござ います。
真ん中より少し上 ぐらいのとこ ろでございま して、需要の 調査、状況 ということで 把握を
しております。
四角のところに ありますとお り、その把握 をした上で、 大体市町村 のほうでは抽 出した
形でアンケート調 査を配ったり 、あるいは直 接お話を聞く ヒアリング をしたりとい うこと
で、市町村ごと、 大きな市町村 であれば区域 を分けてニー ズを把握し ているという ことを
作業されている。 それを踏まえ て、この真ん 中の四角のと おり、市町 村子ども・子 育て支
援事業計画という ものを子ども ・子育て支援 法に基づきま して、５か 年計画で策定 してい
るということでございます。
このスキーム自 体が平成27年 度からスター トしておりま すので、27 年度から31年 度末ま
でというのが第１ 期計画という ことで、今度 は32年度から の第２期計 画ということ でござ
いますけれども、 この四角の中 にあるとおり 、量の見込み と確保の方 策、つまり、 需要と
供給、需要がどの くらいあるの か、供給の見 込みがどうな のかという 需給バランス を、も
し供給が足りない のであれば供 給をもう少し 増やさないと いけないと いうことで、 計画的
な整備ということで、下の矢印になってまいるということです。
認定こども園で あったり、幼 稚園であった り、保育所で あったり、 そういったも のの施
設が足りませんね とか、あるい は小規模保育 とか、家庭的 保育とか、 そういったも のの需
要に対して足りない分を供給で満たそうと。
さらにはその下 のところで、 主に専業主婦 の家庭向けと いうことで 、地域子育て 支援拠
点とか、この子ど も・子育て支 援事業計画は 就学前のとこ ろを中心と しつつも、た だ、小
学校のところも一 部我々として 調査の対象、あるいは計画 の対象になっ てございます ので、
放課後児童クラブ のところもニ ーズ調査、あ るいは供給計 画というの も策定してご ざいま
す。
ということで、 １枚めくって いただきまし て、今のとお り、量の見 込み、確保の 内容、
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需要と供給という ことで、両方 で押さえてい るということ でございま す。この量の 見込み
のところで、現在 の利用状況と 利用希望とい うことですが 、昨今話題 になっており ます潜
在ニーズといいま すか、我々の ほうでなかな か捉え切れて いなかった ところも、育 児休業
だからといって早 く復帰したい という方もい らっしゃると いうことな ので、しっか り潜在
ニーズも把握しな いといけない 。あるいは、 保育所ができ るのであれ ば働こうかし らと供
給が需要を生むよ うな場面もご ざいますので 、そういった ところも丁 寧に把握する べきで
あるということで 、潜在的なと ころも含めて 需要を調査し ましょうと いうことでご ざいま
す。下のところでい ろいろ書いて ございます けれども、需要 と供給でギ ャップがあっ たり、
不足があれば整備していくということで策定してございます。
次のページで言 えば、今度は 都道府県も市 町村ごとの計 画をバック アップするよ うな形
で、単に全体をホ チキスとじす るということ だけではなく て、最近か なり話題にな って、
きのうは東京都が この関係で待 機児童対策の 協議会を発足 させたとい うことでござ います
けれども、いわゆ る広域入所と いうことで、 市町村をまた いで保護者 の方も動かれ ますか
ら、そういったと ころを都道府 県がしっかり 調整していこ うというこ とで、都道府 県の役
割もあるというこ とで、こうい う都道府県子 ども・子育て 支援事業計 画も同様に策 定して
いると。単に市町 村の計画を足 し算するだけ ではなくて、 広域的な調 整というとこ ろは果
たしていくという ところで、今 まで以上に役 割を強化して いくという ことです。実 はこれ
はこの３月に成立 しました子ど も・子育て支 援法の改正の 中で、都道 府県の役割を そうい
った点で強化し、 ちょうどタイ ムリーに昨日 東京都のほう で協議会も 実際に開催さ れたと
いうことでございます。
戻りますと、こ ういう枠組み の中で平成27 年度から第１ 期計画とい うことで５か 年間で
計画をつくってい るということ でございます ので、今、掲 げられている 116万人とい う３歳
未満児の数字とい うのは、この 第１期計画を つくる、27年 度からスタ ートするに際 して、
前年度26年度に皆 さん、市町村 が計画をつく りましたので 、その数字 を積み上げた 数字と
して116万人ということで出てきているということでございます。
今、我々として 、次の第２期 計画に向けま して、作業を スタートし ているわけで すけれ
ども、先ほど申し 上げました第 ２期計画に向 けての保護者 の潜在ニー ズも含めた需 要調査
というものを、我 々として市町 村向けにマニ ュアルといい ますか、ど ういう形で調 査票を
出したら良いかと いうことを、 手引のような 形で近く発出 する予定で ございます。 一度実
施しておりますの で、前回から の基本的な枠 組みは変わっ ておりませ んけれども、 先ほど
こちらでも話題に なりましたと おり、幼児教 育無償化があ ったり、制 度的な状況も 少し変
わってきてござい ます。そうい ったことも踏 まえた意向の 調査をこの 夏から年度末 にかけ
まして、各市町村 ではアンケー ト調査票を配 ったり、ある いは実際に お話を聞いて 対面で
ヒアリングをした りということ で、計画づく りの基本的な データを集 めるというこ とでご
ざいます。そして 、来年度中に 計画を策定し ていくという ことで作業 を進めていき たいと
いうことでございます。
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ですから、この116万人 に相当する数 字は、少子化対策大 綱の閣議決 定に用いられ た数字
というのは前回は 平成26年の秋 ごろに出して おりますので 、現時点で は31年度の夏 以降に
きちんとした数字というものは積み上がってくるのかなと思っておりま す。
ただ、前段で申 し上げました とおり、この 待機児童の対 策、あるい は保育の量的 な整備
というものは、非 常に国策の中 でも重要度の 高い政策でご ざいます。 また、今まで 見込み
よりも待機児童が 解消できてい ないというこ とでもござい ますので、 毎年度しっか り足元
の状況も把握した上で年度の計画も当然策定していっているということ でございま す。
さらにはPRも兼 ねて申し上げ させていただ きますと、企 業主導型保 育ということ で、今
までの市町村を通 じた認可保育 サービスだけ ではなくて、 企業が主導 的に年度の途 中でも
タイムリーに解消 できるように 、認可保育な りということ であると、 通常、年度の 初めと
いうところで年度 年度の計画で しか整備でき ないところが ほとんどで ございますけ れども、
もっと機動的にで きないだろう かということ で、市町村の 認可という ことではない スキー
ムということで企 業主導型保育 事業というも のも現在内閣 府主導でス タートしてい るとこ
ろでございます。
私からの御説明は以上です。
○樋口部 会長

今の 御説明 につい てこの 会議 に沿っ て少し 説明し ますと 、レ ポート の181

ページの数値目標 を御覧いただ きたいと思い ますが、これ の⑪の「保 育等の子育て サービ
スを提供している 数」で、数値 目標の特に認 可保育所、こ れが３歳未 満児というこ とです
が、2017年度 の数字が116 万人という形 で入っていま す。も う既に2018 年度に入って いるの
で、この数字をどう するかという ような、2017 年度のままの 数字で据え 置きしていく のか、
これに代わるよう な数字を入れ るのか、ここ に数字がない のであれば ブランクにす るかと
いうようないくつかの案が考えられるかと思います。
確認ですが、先 ほど平成27年 度からスター トしている計 画ですか。 それで計画は3 1年度
までということで すね。平成31 年、2019年で すので、今、 2017年の数 字が入ってい るのは
どういうことなのでしょうか。
○西川参事官

子 ども・子育て 支援事業計画 というのは平 成27年度、 つまり、2015 年度か

らスタートすると いうことでご ざいました。 その中間年を ちょっと過 ぎた2017年度 という
ところが⑪の数字 ということで 掲げられてい るわけですけ れども、こ こはやや政府 として
の反省に立ってで すが、当時の 計画策定に当 たっては2017 年度あたり が一定のピー クとい
いますか、受け皿 整備の一番の ピークであろ うと。そのあ たりでおお むね待機児童 の解消
もできるのではな いかというの が2015年度、 つまり、2014 年度のとき に計画を策定 してい
ますので、その時 点の見込みで ございました ので、2017年 度というと ころを目標に 掲げて
あるということで す。2019年度 の数字もあっ たわけですけ れども、201 7年度で一応 天井に
なっていくであろ うというのが 当時の見込み であったもの ですから、 待機児童解消 加速化
プランにおける目 標の設定年度 に合わせて20 17年度の数字 としたほう が良いのかな という
ことだったということでございます。
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○樋口部会長

そ れで、この201 7年度の数字 が閣議決定さ れたという ことで、2019 年度の

数字は閣議決定はされていないのですか。
○西川参事官

も ちろんバック データとして は我々はオー プンにして おったわけで すけれ

ども、少子化対策 大綱において は、毎年度毎 年度の全ての 年度の数字 まで閣議決定 する必
要はなかろうとい うことで、一 番ピークのと ころで目標と して閣議決 定するという ことだ
ったのではないか と推察してお ります。ただ 、18年、19年 度の数字も オープンには してお
ったところでございます。
○樋口部会長

という状況だそうですが、これは事務局から何かありますか。

○田平参事官

昨 年度来、御議 論いただいて いて、2017年 度を終期と する目標とい うこと

で、それを2017年 度終了する前 に改定をして いきたいとい う形で事務 局からもお話 をさせ
ていただいて、御 議論をしてい ただき、本来 であれば２月 の段階で何 がしかのもの が出せ
ないかということであったわけでございますが、数字が出せないという ことですね 。
○西川参事官

冒 頭申し上げま したとおり、 この待機児童 の問題とい うのが、中期 的な計

画は実はそのとお り待機児童を 解消できなか ったという反 省に立ちま して、第２期 計画が
策定される前に、 既に昨年度か ら我々は子育 て安心プラン と銘打ちま して数字は出 してい
るところですけれ ども、そうい う前段階の５ か年計画とい うのは、待 機児童解消加 速化プ
ランとタイアップ するような形 で第１期計画 を策定してお りました。 今度の第２期 計画も
子育て安心プラン というものと タイアップし た形でこれか ら積み上げ ていくわけで す。そ
ういう中期的なプ ランももちろ ん重要だと思 っております けれども、 本当に待機児 童解消
については待った なしのテーマ だと思ってお りますので、 年度年度の 計画というこ とも、
当然毎年毎年、今も市町村もつくっているところでございます。
今日、私がお邪 魔する前にも 議題になった ようでござい ますけれど も、幼児教育 無償化
の関係も、皆さん 市町村でも非 常に心配され ていまして、 そこは既に 来年度に向け ての計
画整備というとこ ろでは市町村 でも一部取り 込みながら、 ニーズ調査 は進め始めて いると
いうことでございます。
あるいは、昨今 随分話題にな ります潜在ニ ーズといった ところもし っかり、保育 コンシ
ェルジュというよ うな、特に横 浜とか川崎と か大きな市で は、一人一 人しっかりお 話を聞
く方というのを置 いて、対面で 相談に応じて おりますけれ ども、そう いった方も通 じまし
てきめ細かく、あ るいは居宅外 で働いている 人だけではな くて居宅の 中で働いてい らっし
ゃる方、多様な働 き方の方もい らっしゃいま すので、従来 、我々とし て保育ニーズ を十分
つかみ切れていな かったような 働き方の方も 含めて、きめ 細かく把握 して、必要な ニーズ
を見込もうという ことで、これ はもう中期的 な計画ではな く短期的な 計画のところ では、
既にスタートしているところでございます。
○田平参事官

先 ほどのお話で 、2019年度の 計画の終期の 数字はある けれども、こ れは閣

議決定されていな いということ で、そうする と、なかなか この数値目 標に掲載する のは難
しいということになりますでしょうか。
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それと、先ほど の議題１の中 でもお話があ ったのですが 、レポート の特集のテー マとす
るというところで 、その中で、 一つに保育の 状況も追いか けていく必 要があるので はない
かというお話があ ったわけです が、そういう ことにもし仮 になった場 合に、検証す るよう
なデータがそもそ も出せるよう なものがある のかどうか。 保育の状況 について、保 育の受
け入れ数だとか、 そういうとこ ろについての データとして 、今年度中 に出せるよう なもの
があるのかどうかについて教えていただければと思います。
○西川参事官

現 在の数値目標 として 、2017年度の 数値、1 16万人とい う数字が閣議 決定さ

れておりますが、2 018年、2019 年の数字につ きましては、 なかなか申 し上げにくい のです
けれども、実はも うここでピー クアウトをし て保育の利用 者数は減っ ていくのでは ないか
と。これは別にオ ープンになっ ている数字で すので隠しよ うがないわ けですが、201 4年の
11月ごろの我々の 子ども・子育 て会議という 審議会がある のですが、 そこに提出し た中で
は、そういう見込 みを市町村の 計画の積み上 げた数字の中 では2014年 当時は予測し ていた
ということでござ います。です から、その数 字は今、ある ことはある のですが、こ れは現
在の状況に鑑みる と、改めてこ の数字に変え るという判断 は多分ない のだろうと思 うので
す。
待機児童解消加 速化プランと いう第１期計 画とタイアッ プする形で 国で決めてい たプラ
ンを変えて子育て 安心プランと いうものを策 定し、さらに 昨年の末、 ２兆円パッケ ージの
中でそれをまた前 倒しするよう な、５年間で 32万人と言っ ていたもの を３年間でや ろうと
いう形で進めているところでございます。
こちらの部会の ほうで何かこ れに代わるも のを出せない かというこ とでございま すけれ
ども、事務的に申 し上げるので あれば、繰り 返しになりま すが、この 平成26年11月 に集計
した数字、第１期 計画の積み上 げ数字という ことでござい ますので、 第２期計画の 積み上
げ数字、2014年11 月に５年足せ ば2019年の10 月なり11月に これとこれ に相当するよ うなも
のが我々として集 計ができてく るということ になるわけで すが、もう 少し早い段階 で何ら
かの形のものがで きないかとい うところだろ うと思います 。さすがに2 019年という ことで
は遅過ぎるのでは ないかという ことだろうと 思うのです。 何ができる かというのは 、今日
はお答えを御用意できておりません。
ただ、繰り返し になりますけ れども、こう いう中長期的 なプランと いうことと短 期的な
ものということは 両輪で進めて おります。中 期的な計画と いうのは、 過去、随分我 々の計
画がうまくいって いるとはなか なか言えない と思いますの で、その反 省に立ちまし て、中
期的な計画につい ては見直しを し、前倒しも しております し、短期的 なところは、 日々、
我々自治体と膝詰めでしながら計画を策定しているということでござい ます。
○樋口部会長

い ろいろあるの だなというの はよく分かり ましたが、 本部会として 決めな

くてはいけないこ とというのは、ま ずまさに181 ページの数値 目標として、今、認可 保育所
等について2017年 度116万人とい うことが記 載されている わけですね。今年度も何ら かの形
で記載しなくては いけないわけ で、今のお話 ですと、この 新しい数字 が出てくるの は2019
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年度ということで すから、少な くとも今年度 は間に合わな いというこ とですね。そ れはも
う間違いない。そ れに代わって 、では、どう するかという ことで、一 つの案は、201 7年度
の116万人をそのま ま今年度も記 載するか 。それとも 、逆に 言えば数字 がなくなった という
ことですね。2016 年度ですから もう過ぎてし まっているわ けで、数値 目標だといっ てもと
いうことで、何も 記載しない。 記載しないと いうのはブラ ンクにする 、あるいはバ ーを引
くか、この項目を 落とすか。現 実的には選択 肢はその３つ かと思いま すが、そうい う理解
でよろしいですか。
○田平参事官

今 の点でござい ます。樋口部 会長からお話 がありまし たとおり、も う実際

にない数値目標と いうことにな りますので、 それをこのま ま記載して おくのが適切 かどう
かというお話かと思います。
これは、手続的 な話になって 大変申し訳あ りませんが、 この数値目 標につきまし ては、
行動指針の中の一 部ということ で、行動指針 はトップ会議 決定という 形になってご ざいま
す。そういう形で 、もし変える ということに なりますと、 ブランクの 形であろうと 、項目
を削除するという 形であろうと 、バーを置く という形であ ろうと、ト ップ会議に、 実際に
会議は開かなくて も持ち回り決 裁という形で 行っていく必 要があると 考えておりま して、
その手続を踏むかどうかというところが、一点、考慮材料かと考えてお ります。
事務方としても う少し少子化 担当のところ どういう形で 対応してい くのかという ところ
をしっかりグリッ プしておくべ きだったとは 考えておりま すが、今の ような事情も ござい
ますので、もし選 択肢として可 能であればこ のままという こともいか がかという御 提案を
させていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○樋口部会長

こ のままという のは、2017年 度116万人とい う数字を201 8年度も使う という

ことでしょうか。 ただ、これは 困るのでしょ う。昨年の目 標ですと言 われて数字が 出され
ても。
○佐藤委員

確認 ですが、注で この⑩から⑬ は少子化社会 対策大綱の ものをとって きてい

るのですね。そう すると、こち らのほうはこ の後の大綱は ないのです か。少子化対 策の基
本計画はこれが一番新しいという理解でよろしいですか。
○伊藤参事官

大 綱の改定は、 これもまた閣 議決定しなけ ればいけな くなりますの で、こ

れだけのために閣議決定をやりますということは。
○佐藤委員
○伊藤参事官
○佐藤委員
○伊藤参事官

だから、この改定したものはないのですね。
ありません。
ということは、この数字は改定前の大綱にも載っているのですね。
大 綱は３年前に つくったまま でございまし て、それは 改定されない まま、

そのままになってきているのです。
○佐藤委員
○伊藤参事官
○佐藤委員

このレポートに記載されているだけではないということですね。
はい。
これ を改定してい ないというこ とだから、現 状はそちら にも大綱とし ての数
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値は残っているということですね。
○樋口部会長
○佐藤委員

では、これは生きていると考えて良いのですか。
だから、そういう意味ではこの数字は生きているということですね。

○樋口部会長

ただ、結果がすぐ出てしまいますね。

○西川参事官

はい。

○樋口部会長

も う出てしまっ ているわけで しょう。左側 に92万人と ある、これは 直近の

と書いてあるけれ ども、92万人 という数字は いつなのかな 。116万人が 2017年度の目 標で、
左側に92万人と書いてありますね。181ページです。
○西川参事官

これは2015年度の数字です。現状というところで。

○田平参事官

今 、見て いただいてい たのはおそら く181ページ かと思います が、直 近の数

字については87ページに記載しております。
○樋口部会長

こ れは105万人と いうことで 、要は達 成しなかっ たということ で、結 果がも

う出ていますという話になってしまいますが。
○吉田企画官

こ の116万人とい う目標値は、少子化社会対 策大綱では2 017年度末の 目標と

なっていますので、それに対応する最新値はまだ出ていないはずです。
○樋口部会長

年度末。それで左側にあるのは、まだ2017年の数字ということです か。

○西川参事官

はい。

○佐藤委員

目標 はあくまでも 政府で決定し ているものと すると、書 きようは、202 0年の

ものはなくて、201 7年しかない ということで す。それで、 データがあ るものについ ては、
変な話、実績は「 ワーク・ライ フ・バランス レポート2018 」に載るわ けですね。そ れしか
選択の余地なしみ たいな気もし ます。だから 、2020年のと ころに書く と変な感じな のだけ
れども、2017年の目標と。書きようは、ここに2017年と括弧をして書く にしても。
○樋口部会長

201 8年度は2017 年度の目標の 数字を出すと いうのも、 過ぎたもので すから

ね。
○佐藤委員

変な 言い方ですが 、今の目標と いうより過去 の目標とい うことになる のでし

ょうが。
○樋口部会長

どうぞ。

○田平参事官

数 値目標という 意味でいうと 、先ほど部会 長がお示し をされてデー タも出

された181ページの これが、現在 策定されてい る行動指針に 記載されて いる数値目標 という
ことになります。 それに対して 、87ページに つきましては 、これは本 部会及び連携 会議で
作成しているレポ ートの中で、 その数値目標 に照らして現 状値を見て 、それで青だ とか、
黒だとか、赤だと かと評価をし ているという ものになりま す。一つ御 提案といたし まして
は、仮にもう評価 する対象がな くなってしま っており、そ れに対して 評価はできな いだろ
うということであ るかと思いま すので、それ であれば、場 合によって はレポートの 中から
は落としてしまうという選択肢もあるのかなと思います。
数値目標自体を 変えるとなる と、先ほど申 し上げました ように各種手 続もございま すし、
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それに代わるよう なデータがな いというもの をブランクだ とかバーだ とかという形 がよろ
しいのかどうかと いう話もあり ますので、そ ういう点から すると、皆 さんの御了解 をいた
だけるようであれ ば、このレポ ート上は、当 面数値目標が 出るまでは 評価を行えな い、行
わないという選択肢もあるのかなと考えております。
○樋口部会長

確 認は、これは 落とすという のは「認可保 育所等（３ 歳未満児）」 という

行を落とすと。全部落としてしまう。
○田平参事官

こ のレポート上 はという形に してはどうか ということ です。それは 、ブラ

ンクなりバーとい う形もあり得 るかと思いま す。た だ、先 ほど申しまし た181ページ の決定
されている数値目 標は変えず、 評価部会とし て評価をする に当たって 、この表の中 からバ
ーとかブランクに するという形 の対応は可能 かと思います 。あくまで もこれは数値 目標に
基づいて評価部会 で、この進捗 状況をどう把 握するのかと いうもので ございますの で、そ
ういう対応も可能かとは思います。
○樋口部会長
○佐藤委員

どうぞ。
確認 なのですけれ ども、このレ ポートは113 ページとか11 4ページがあ ります

ね。これもや らないとい う趣旨なのか 。例え ば113ページの 目標値はあ まり意味がな いので
載せないけれども 、ただ、実績 はフォローし ていくとか、 そういう意 味での実績の 評価は
行わないのか。目 標との関係で の評価はもう できないので すね。ただ 、現状どうな ってい
るのかの評価もやめてしまうのかどうかはかなり違うので。
○樋口部会長

評 価は今、やろ うというぐら いの話だから 、評価をや めますという わけに

はいかないでしょうね。
○佐藤委員

私も そこはやった ほうが良いの ではないかと いう趣旨で 、今、確認し ようと

思って。
○田平参事官

説 明不足で申し 訳ございませ んでした。こ この目標値 と照らして現 状値を

比較して、それが どういう状況 になっている のかという意 味での評価 は行わずとい うこと
でいかがかと考え ております。 レポートにつ いては、１年 データのメ ンテナンスを 行わな
いとその次にメン テナンスする ときに大変な 部分もあるか と思います ので、レポー トでは
引き続きグラフの メンテナンス は行って、87 ページに該当 する数値目 標の部分をバ ーにす
るとかブランクにするというやり方はあるのかなと考えております。
○樋口部会長

数 値目標は閣議 決定している わけで、閣議 においてこ の数値目標は 外しま

すというのは、これは議論していないでしょう。
○伊藤参事官

しておりません。

○樋口部 会長

とい うこと は、大 綱で もそう 言って いると いう ことは 、この2 017年 の116

万人というのが生 きていると考 えざるを得な いのでしょう 。それで逆 にこれを記載 するこ
とが、政府として ということで 、子ども・子 育てのほうで は良いのか ということに なると
思うのです。そこはどうなのですか。
○西川参事官

い ろいろな計画 がいろいろあ る中で日々や っていると ころもあるも のです
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から。
○樋口部会長

ただ、載せても構わないというか、載せざるを得ないのでしょう。

○西川参事官

こ の子ども・子 育て支援法の 事業計画を積 み上げてい る数字という 性格づ

けなものですから、これの更新された数字はまだ出てこないということ でしかない です。
○樋口部会長

ですね。ということは、現行はこれは生きているということですね 。

○西川参事官

生きているということです。

○樋口部会長

榊原委員、どうぞ。

○榊原委員

こう いうものにき ちんと掲載す る数字は手続 を踏んだも のでないとい けない

というのは、その とおりだと思 うのですけれ ども、2014年 の段階で201 7年度に需要 のピー
クが来るから116万 人だと見込ん で、その数字 が出してある という御説明 ですね。けれ ども、
例えば去年も子育 て安心プラン で、さらに政 府としてはも う閣議決定 した数字で保 育の目
標の上積みをして いるわけで、 ５年に一遍改 定する少子化 社会対策大 綱にずっと合 わせる
というよりは、ア ップデートし 、政府がきち んと正式決定 をした保育 の需要の上積 みの目
標というのは、ちゃんと説明をつければ出せるのではないかと思うので す。
例えば去年の子 育て安心プラ ンの32万人を 上積みすると 、あれは５ 年分だったと 思いま
すけれども、この116万人の目標はあとどれぐらいになるということな のですか。
○西川参事官

い ろいろな計画 が必ずしもき っちり整合的 にできてい るわけではな いもの

ですから、矛盾が あるというわ けではないで すが、具体的 に言えば、 例えばこの計 画は３
歳未満児というこ とでやってい ますけれども 、向こうは全 体でやって いるとか、う まく数
字が出てこない。 ただ、我々も 事務方的に、 この⑪の数字 を入れ替え るのは大変で すけれ
ども、注意書きか 何かで少し説 明を加えてい くみたいなこ とはできな いかというの は、検
討させていただきたいと思います。
○榊原委員

32万 人の目標の数 字には、３歳 未満児と３歳 以上児の区 別すらなかっ たので

すか。
○西川参事官

も ちろん我々の 中では、事務 的にはいろい ろな試算は いたしており ますけ

れども、表に出している中では年齢別のものということでは出していま せん。
○榊原委員

そこ で出せる数字 をちゃんと精 査していただ いて、この11 6よりも政府 の閣議

決定で目標値が上 がっていると いうことは 、例えば ここの116を 変えなくても 、ここ に※を
つけて欄外で説明 するとか、も う少し国民に 説明がつくよ うな書き方 をしていただ くこと
はできるのではないかと思います。
○樋口部会長

よろしいですか。

○西川参事官

関 係省庁とも相 談しなければ いけないもの ですから、 持ち帰らせて いただ

きます。
○樋口部会長

今 の御提案に沿 って検討して いただいて、 次回にどう するか、実は 前回の

ときにそうだった のですね。次 回に出します ということだ ったのだけ れども、もう 一度検
討していただいて、次回に出していただくということでお願いできます か。
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○西川参事官

ありがとうございます。

○樋口部会長

では、そのようにさせていただきます。

そうすると数字 は、このレポ ート自身をま とめるのは年 度末ですか ら、ここに記 載する
のは新しい数字が どういう形か 分からないけ れども、出し てもらって ということに 、別に
閣議決定した数字 でなくてもこ こでやる場合 には構わない わけですか ら、そのよう にお願
いしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○樋口部会長

では、そのようにさせていただきます。

先ほどの議題１ に戻ります。 何を検討して いただくか。 今のような 状況もお考え いただ
き、どうするか。
どうぞ。
○佐藤委員

特集 を組んだのは 去年からだと 思うのです。 去年も初め からこれを特 集にし

ようとしてやって きたわけでは なくて、検討 をずっとやっ て、ここは 特集に持って いった
ほうが良いとやっ たのだと思う のです。今年 度もそうする というのは一 案かなと。つ まり、
一通り通常のよう にやり、いろ いろなデータ を精査しなが ら、ここは 皆さんも深掘 りした
ほうが良いとか、 データで可能 だというもの を特集に持っ ていく。つ まり、先ほど の議論
でこの辺が大事だ ということは 出ていたので 、今、決めな くても、去 年と同じよう にやれ
ば、それが特集に 持っていける ように書けれ ば、それを特 集に持って いくという方 法もあ
るなと思いますが。
○樋口部会長

も ちろん全方位 で行きたいと いう考えはあ るのですけ れども、事務 局とし

ては時間のことも ありますので 、早目に決め ていただいた ほうが作業 にも入れると いうこ
ともあって、あら かじめ深掘り するのはここ と決めてもら ったほうが 作業を進めや すいと
いうことのようです。
○佐藤委員
○田平参事官

分かりました。
当 初は佐藤委員 がおっしゃら れたような形 で、御議論 いただいたも のの中

からというように も考えたので すが、そもそ も深掘りする とした場合 に、データが 集めら
れるかどうかとい うところもあ りましたので 、それで今日 御提案をさ せていただい たとい
うことになります 。場合によっ ては、関係デ ータがあるか どうかとい うところだと か、関
係する調査研究を 見つけ切れる かどうかによ って、決めて いただいた テーマがちゃ んと深
掘りできるかどう かというとこ ろもあります ので、それは 今日議論い ただいたとこ ろも踏
まえまして、また検 討して11月に はお返しを するような形 にできればと 考えています ので、
できれば、今日、こ ういう方針で というものを いただけると ありがたい と考えており ます。
○樋口部会長

と いうことで、 時間もありま すので、方向 として⑩、 ⑪、⑫を多く の方々

が御支持している ようですので 、それに沿っ てやってみて 、データが 不足だとか何 とか制
約があったらほかもということで、そういう方向でよろしいですか。
（「はい」と声あり）
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○樋口部会長

で は、皆さんが ⑩、⑪、⑫を 中心にという ことですの で、データの 存在も

含めて検討させていただきたいと思います。
どうぞ。
○田平参事官

今 の保育の点に ついては、先 ほども少子化 担当からも お話がありま したの

で、どこまで深掘りできるかというところは検討させていただきたいと 思います。
○樋口部会長
○榊原委員

どうぞ。
でき る範囲でがん ばっていただ ければと思う のですけれ ども、先ほど の参事

官のお話を聞いて も、本当に政 府の中で、今 、大混乱中と いうのはと てもよく分か るので
す。
ある数字だけで いくことしか もちろん仕方 ないのですけ れども、例 えばごく最近 、野村
総研さんが保育の 需要の見通し について、独 自のいろいろ な発表をさ れるなど、民 間のほ
うでも実はいろい ろやっていら っしゃるので 、そういった 中でこれを 取り上げる価 値があ
るというようなも のがあれば、 柔軟にそうい うものも取り 上げた上で 、政府の施策 に何が
足りないのかとい うこと。これ だけやれまし たという発表 会ではなく て、何が足り ない、
何で混乱しているのかを考えることが重要です。
特に先ほどの参 事官のお話で 明確になった のが、せっか く2014年の 段階で全国の 市町村
の需要調査を踏ま えて数字を積 み上げたのに 、その需要の 見通しが全 く間違ってい たとい
うことがはっきり したわけです 。なぜそのよ うなことが起 きたのか、 介護保険制度 と同じ
枠組みでやったは ずなのに、介 護保険制度の ときにはここ までの祖語 はなかったの です。
なぜこんな失敗が 起きたのかと いうことを、 ある意味、可 能な範囲で 明らかにしつ つ、改
善をしていくため にはどうした ら良いかとい う建設的なレ ポートにな っていったら と思い
ます。よろしくお願いします。
○樋口部会長

ありがとうございました。

これは官民トッ プ会議の下に ありますので 、官だけでは ないので、 民のほうの評 価も含
めてということで 進めていけれ ばと思います 。もちろん官 というか、 担当には御協 力いた
だかないと困るのですが。
議題１、２はそれでよろしいですか。
では、議題３「報告事項」に入ります。
まず、内閣 官房人生100 年時代構想推 進室の吉田企 画官から 、人づく り革命基本構 想につ
いて、説明をお願いします。
○吉田企画官

内 閣官房人生100 年時代構想 推進室の吉田 と申します。よろしくお願 いいた

します。
「人づくり革命」につ きましては、昨 年９月に発足 しました「人生10 0年時代構想 会議」、
これは、総理を議 長として、関 係閣僚、有識 者から構成さ れる会議で すけれども、 そちら
で検討を行ってま いりまして、 昨年の12月に 中間報告を取 りまとめ、 本年６月13日 に「人
づくり革命基本構 想」という形 で取りまとめ をいたしまし た。会議の 発足と中間報 告につ
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いて、それぞれこ の会議では説 明させていた だいておりま すが、全体 像を含めて改 めて簡
潔に説明させていただきたいと思います。
３ページ、「第１章

基本構想の 考え方」におい て、２行目から ですが、「人生10 0年時

代には、高齢者か ら若者まで、 全ての国民に 活躍の場があ り、全ての 人が元気に活 躍し続
けられる社会、安 心して暮らす ことのできる 社会をつくる 必要があり 、その重要な 鍵を握
るのが『人づくり革命』、人材への投資である」としております。
その次に、具体的な内容として、８項目書いてあります。
第１に、幼児教育無償化を一気に加速する。
第２に、最優先 の課題である 待機児童問題 を解消する。 2020年度末 までに32万人 分の受
け皿整備を進めるとしております。
第３に、所得が 低い家庭の子 供たちに限っ て大学などの 高等教育無 償化を実現す る。具
体的には、授業料の減免措置の拡充と給付型奨学金の拡充を行うとして おります。
第４に、介護職員のさらなる処遇改善を進める。
この第１から第４ までの４項目 で２兆円規模 の政策を実行 するとしてお りまして、 財源
は、来年10月 の消費税率 の引き上げに よる財源の使 途の見直しに よる1.7兆円 と、事 業主か
らの拠出金0.3兆円 です。これら２兆 円規模の政 策を実行して、子 育て世代、子供た ちに大
胆に政策資源を投 入することで「 全世代型の 社会保障」へと 転換してい くとしており ます。
第５に、私立高等学校授業料の実質無償化を実現する。
第６に、何歳に なっても学び 直し、職場復 帰、転職が可 能となるリ カレント教育 を抜本
的に拡充する。
第７に、人材育 成を担う大学 を、時代のニ ーズ、地域の ニーズ、産 業界のニーズ に合っ
た教育機関へ変革するための大学改革を進める。
第８に、意欲ある高齢者に働く場を準備する。
昨年の12月に「新 しい経済政策 パッケージ」 を閣議決定し 、その後に構 想会議の「 中間
報告」を取りまと めましたが、 その中では、 第１から第５ までを記載 しておりまし た。そ
の後、本年に入り まして、第６ のリカレント 教育、第７の 大学改革、 第８の高齢者 の雇用
という３つの課題 について 、人生100年 時代構想会議 で議論をす るとともに 、第１の 幼児教
育無償化と第２の 高等教育無償 化について、 それぞれ有識 者会議を開 催し、議論を 行いま
して、それぞれの 内容について 中間報告以降 に新たに決ま ったことを 、第２章以降 に記載
しております。
「第２章

幼児 教育の無償化 」について。 既に幼稚園、 保育所、認 定こども園の 無償化

が決まっておりま したので、こ れら以外の無 償化措置の対 象範囲につ いて、保育の 必要性
がある人を対象と することや、 施設等の対象 範囲、上限額 などととも に、2019年10 月から
の全面的な無償化措置の実施を目指すということを記載しております。
また、あわせて 、認可施設へ の移行を加速 化することや 、放課後児 童クラブの更 なる受
け皿整備等を内容とする新たなプランをこの夏に策定することを記載し ております 。
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「第３章

高等 教育の無償化 」は、文部科 学省の検討会 での議論も 踏まえ、対象 範囲、

支援対象者の要件 、支援措置の 対象となる大 学等の要件な ど、無償化 の具体的措置 につい
て記載しておりま す。なお 、対象者に ついては、住民税非課税 世帯、年 収270万円未 満世帯
の子供達に加え、支援 の崖・谷間が生じ ないように、年収3 00万円未満 の世帯につい ては３
分の２、年収300万 円から380万 円未満の世帯 については３ 分の１の額 の支援を行い 、給付
額の段差をなだらかにします。
８ページ、「第 ４

大学改革 」ですけれど も、時代に合 った形に大 学改革を進め るとし

ており、９ページ 、各大学の役 割・機能の明 確化、大学教 育の質の向 上、学生が身 につけ
た能力・付加価値 の見える化、 経営力の強化 、大学の連携 ・統合等、 高等専門学校 、専門
学校等における実践的な職業教育の推進について記載をしております。
「第５章

リカ レント教育」 。人生100年 時代において 、あるいはＡ Ｉ、IoTなど の技術

革新が進んでおり ますので、22 歳まで学んで 、そこから40 年働いて、 その後は老後 という
社会モデルではな く、学んだ後 、働いて、必 要に応じてま た学んで、 働いてという 、そう
いった循環するよ うな仕組みを つくっていく ことが重要で す。リカレ ント教育の受 講によ
り職業能力を向上 させることが でき、それが キャリアアッ プ、キャリ アチェンジに つなが
る社会をつくっていきます。
具体的な取組と しては、教育 訓練給付の拡 充として、今 、７割助成 となっており ます専
門実践教育訓練給 付について、第 ４次産業革 命スキルなど にも対象講座 を広げるとと もに、
一般訓練給付につ いて、今、キ ャリアアップ 効果の高い講 座を対象に 給付率を２割 から４
割へ倍増する。ま た、産学連携 によるプログ ラムの開発な どを行うこ とや、リカレ ント教
育のために長期の 教育訓練休暇 がとりやすい 仕組み、企業 における中 途採用の拡大 に取り
組むこととしております。
「第６章

高齢 者雇用の促進 」としまして 、年齢による 画一的な考 え方を見直し 、全て

の世代の人々が希 望に応じて意 欲、能力を生 かして活躍で きるエイジ フリー社会を 目指す
ということで、65 歳以上への継 続雇用年齢の 引き上げに向 けて環境整 備を進めるこ ととし
ています。そ の際には 、高齢者は 多様ですの で、一律 の処遇では なく成果を重 視する評価 ・
報酬体系を構築す ることや、ト ライアル雇用 など高齢者の 雇用促進策 などについて も盛り
込んでおります。
こうした基本構 想の内容につ いては、６月 15日に決定し た「骨太方 針2018」に盛 り込ま
れて閣議決定して おり、また、 総理の指示に より、今後も フォローア ップ会合を行 うこと
としております。
以上です。
○樋口部会長

次 に、内閣府子 ども・子育て 本部の大床参 事官補佐か ら、少子化克 服戦略

会議提言について、説明をお願いします。
○大床参事官補佐

内閣府少子化担当の大床と申します。

お手元の資料３ －２を御覧く ださい。「少 子化克服戦略 会議提言」 とございます が、戦
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略会議は松山少子 化対策担当大 臣の下、いわ ゆる行政上の 私的懇談会 として、今年 初めに
立ち上げられました。
メンバーについ ては、末尾の ページについ ております。 中京大学の 松田座長を中 心に、
NPO、企業、マスコミ、地方公共団 体からのメン バーの下で 、半年間に わたって議論 してま
いりました。政府の中 におきまして も、男女局を始め、厚 労省、国交省、文科省、総 務省、
経産省と、幅広い 省庁からオブ ザーバーとし て政務官ない し審議官級 をお招きしま した。
政府は既に待機児 童問題、幼児 教育の無償化 、働き方改革 といった分 野での取組を 進めて
きていますが、こ の戦略会議は 既に着手して いる取組以外 のものを対 象に、従来の 発想に
とらわれない幅広 い視点からの 対応策の検討 を行うという テーマのも と、議論を進 めてま
いりました。
それでは、ポイ ントについて 簡潔に説明さ せていただき ます。１ペ ージ、「Ⅰ． はじめ
に」と「Ⅱ．基本 的な考え方」 というものが ございますが 、まず少子 化対策という のは、
国が何か強制する ものであって はいけない。 必ず一人一人 の結婚や子 供を産み育て る希望
をかなえるという 観点から実施 しなければな らない、そし て、選択の 多様性の配慮 や、個
人の意思決定に介入するものではないことを大前提として掲げておりま す。
２ページ、中ほ どの「こうし た点を踏まえ 」の後に、本 提言の視点 として、まず 「子育
ての時間的・空間 的・経済的制 約を解消し、 希望をかなえ る」、そし て「子育てに あらゆ
る資源を活かし、負担感を軽減する」という２点のポイントを掲げてお ります。
具体的にどうい う施策の提言 がなされたか については、 ３ページ以 下、それぞれ のペー
ジでひし形のマー クがついてい るところに、 具体的な施策 例を掲げて おります。例 えば３
ページの具体的に 考えられる施 策の１つ目、 男性が育児休 業を取得し やすくするた めの法
制的な改善策とし て、育児休業 の分割取得に 向けた中長期 的な検討を 行うという提 言がご
ざいます。こちら については、 育児の時間的 制約を解消す るという観 点から盛り込 まれた
もので、女性活躍の重点方針2018にも盛り込んでいただきました。
次に、ベビーシ ッター利用料 などの子育て 費用にかかる 支援の在り 方について、 税制上
の優遇措置の創設 の要望につき 、引き続き整 理・検討を行 うという提 言、こちらは 経済的
な制約を解消するという視点のものです。
さらに下に行っ ていただいて 、シニア層の 活躍の場の一 つとして地 域の子育て支 援活動
に参加していただ く。「タマゴ （他孫）育て 」とあるので すが、必ず しも血がつな がって
いなくても、他人 の孫でも地域 全体で育てて いく。そうい うネットワ ークづくりの 促進と
いうことで、こち らは先ほどの 視点の２つ目 、「あらゆる 資源の活用 」ということ になり
ます。
さらにその下の シニア層を始 めとする人材 や一時預かり サービスの マッチングの ために、
ITをさらに活用し ていくという 、こちら も「あら ゆる資源の活 用」とい う視点になり ます。
めくっていただ いて４ページ 、上の方に具 体的に考えら れる施策の 例として、学 校や保
育園、幼稚園の関 連行事につい て、多様な世 帯に配慮した 在り方を検 討する。これ は働き
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ながら学 校の 行事で あった り、PTA 活動 等に参 加する ことが 必ずし も容 易でな いとい った
方々を念頭に盛り込まれたもので、こちらは時間的制約を解消するもの です。
４ページ、下の 方に、さらに 時間的制約の 改善策として 、１時間単 位の有給休暇 取得の
可能性についても 、企業への導 入を促進する という提言が ございます 。１時間単位 の有給
休暇取得によって 、例えば授業 参観であった り、不妊治療 であったり 、そういうも のに柔
軟に使いやすくなるのではないかという観点から盛り込まれております 。
さらに、企業に おけるフレッ クスタイム制 やテレワーク の導入、こ れらは空間的 制約の
解消という観点から盛り込まれております。
５ページでは、 さらに具体的 に考えられる 施策、子育て 関係施設の 集約や、コワ ーキン
グスペース整備等 の「子育てに 寄り添うまち づくり」、こ れらは高齢 者のためのコ ンパク
トシティの視点を子育て世帯にも使えないかという観点で盛り込まれた ものです。
６ページでは、 例えば下の方 に多子世帯の 経済的負担を より軽減す る観点から、 子育て
支援パスポート事 業の発展形と して、いわゆ る「多子割」 というもの を小売業界で あった
り、交通業界とい った生活に係 る分野に広げ ていけないか という形で の提言をいた だいて
おります。
最後に、飛んで ８ページでは 、昨今晩婚化 ・晩産化が進 んでいると いう実情に基 づきま
して不妊治療であ ったり、また 妊娠期におけ る経済的支援 を強化して いくという内 容の提
言が盛り込まれております。
以上、駆け足に なりましたが 、新しい視点 を含めさまざ まな提言を いただいてお り、今
後政府側でもフォローアップを行っていく予定です。
以上です。
○樋口部会長

これは大臣の私的検討会という位置づけですか。

○大床参事官補佐
○樋口部会長

そういうことになります。有識者の皆様からいただいた提言です。

そうすると、これを今後どうするのですか。

○大床参事官補佐

大臣も会見 等で申し上げ ていますが、 政府として 、まず、でき ること

から速やかに実施してまいります。
○樋口部会長

この中から。

○大床参事官補佐

既存の制度 でできるもの はその中で進 めていき、 制度改正が必 要なも

のについては、中長期的に検討を進めるということになります。
○樋口部会長

分かりました。

次は、厚生労働 省の過労死等 防止対策推進 室の小城企画 官から、過 労死防止対策 大綱に
ついての説明をお願いします。
○小城企画官

お手元に資料３－３を準備させていただいてございます。

１枚めくってい ただきまして 、まず法の概 要を御紹介し ております 。過労死等防 止対策
推進法につきまし ては、平成26 年に制定され ています。そ の法律に基 づきまして、 過労死
防止対策大綱を定 めなければな らないとされ ていまして、 現行の大綱 は平成27年７ 月に閣
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議決定しています 。法律及 び大綱におい て、主た る対策は４本 の柱として調 査研究、啓発、
相談体制の整備、民間団体の活動に対する支援を規定しています。
この大綱につき ましては、制 定、もしくは 見直しをする 場合は、過 労死等防止対 策推進
協議会の意見を聞いて、策定をすることとされています。
次のページに、 過労死等防止 対策推進協議 会の概要をお 示ししてい ます。基本的 には、
公労使の三者に加 えまして、過 労死等で亡く なられた家族 会の方々を 代表とする当 事者代
表も入れた四者構成になっています。
１枚めくってい ただきまして 、現在、この 大綱は制定か ら３年を迎 えるというこ とにな
っていますので、 ３年を目途に 見直しをする との定めによ り、現在大 綱の改定を進 めてい
るところでござい ます。現行の 柱立てに加え まして、アン ダーライン を引いたとこ ろです
けれども、大きく 見直す点は、 一つは、第３ のところに数 値目標を明 確に掲げると いうこ
と。第４の１と しまして、法律が定める ４つの取組 、「２

調 査研究」以下に加えま して、

そもそも行政機関 が行う対策を 特記して、そ の項立てをし たというこ と、これが大 きな変
更点でございます。
次のページで、 まず数値目標 につきまして 、現行３項目 の数値目標 を掲げていま したけ
れども、新たに３つ加えまして、６項目とさせていただく予定です。
１点目、週労働 時間60時間以 上の雇用者の 割合を５％以 下とすると いうことです が、現
行はまだ7.7％です 。特に 留意して取組 を進めるとい うことで 、アンダ ーラインを引 いてい
るな お書 の記 載で すが 、 いわ ゆる フル タイ マー の 労働 者の6 0時 間以 上の 雇 用者 の割 合は
12.1％と、依然と して10％を超 えた状況にな っていますの で、まず、 こちらへの対 策を重
点的に取り組むべきというところを留意点として記載しております。
２点目、年次有 給休暇の取得 率を70％以上 とすることに つきまして は、依然とし て５割
を切っている状況 です。特にと いうことでア ンダーライン を引いてい ますが、正社 員の年
休取得日数年間ゼ ロ日という方 々が16％いる という調査結 果もござい ますので、ま ずこれ
らの解消に向けた取組も推進するということを特記しております。
３点目、政府と して目標を掲 げるのは初め てになると思 いますが、 勤務間インタ ーバル
制度について記載 しています。 制度を知らな いという企業 は４割程度 あるというこ とで、
まずこれの半減を 目指すこと。と りわけ1,000 人以上の企業 でも２割は 知らないとい う状況
でございますので、まず知らない というとこ ろを解消する ことを目指す ということで 、20％
未満としています 。そして 、制度の導 入企業割合で すが、現行 1.4％と非常 に低いので 、こ
れを10％以上とするという目標を立てております。
４点目、メンタ ルヘルス対策 につきまして 、取組事業場 は56％にと どまっており ますの
で、これを80％以上とする。
５点目、仕事上 の不安等につ いて相談でき る、相談先の ある労働者 の割合を90％ 以上と
するとしています。現行は７割程度です。
さらにストレス チェックにつ きまして、規 模50人以上に つきまして は、ストレス チェッ
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クの実施が義務づ けられており ますが、その 結果を集団分 析して、ス トレス要因を 排除す
るということが非 常に重要です 。これは努力 義務となって いますが、3 7％とまだ低 調です
ので、60％以上の 実施を目指す といったよう な数値目標を 立てさせて いただいてい るとこ
ろです。
次のページ、具 体的な対策の 変更点として 特記しており ますのは、 調査研究の重 点対象
分野について、自 動車運転従事 者を始めとし て、長時間労 働の指摘の ある５分野に 加えま
して、重層下請構 造で長時間労 働の傾向が見 られると指摘 のある建設 業及びメディ ア業界
を含めました７業種を調査研究対象に拡大して取り組むということとし ています。
次のページに、 国が取り組む 重点対策で大 きく見直して いる点を赤 字でお示しし ていま
す。まず、労働行 政機関におけ る対策につき ましては、３ 点ございま して、長時間 の削減
に向けた取組とし て、労働時間 の適正把握の 徹底を指導す ること。過 重労働による 健康障
害防止については 、産業医等に よる面接等の 実施。メンタ ルヘルス対 策・ハラスメ ント防
止対策については 、そういった 事案が生じた ところについ ては、しっ かりとした指 導を実
施していくといったようなことを書いてございます。
最後のページに 、勤務間イン ターバルの推 進、あるいは 若年者、高 年齢者、障害 者とい
ったような合理的 な配慮を要す る労働者への 取組の推進、 こういった ものを掲げさ せてい
ただいているところです。
以上です。
○樋口部会長

続 きまして 、総務省の情 報流通高度化 推進室の渋谷 室長から 、テレワーク・

デイズについて、お願いします。
○渋谷室長

総務省でございます。

資料３－４に基づきまして、手短に御説明させていただきます。
テレワークにつ きましては、 当たり前に行 っている企業 がある一方 で、導入を躊 躇した
り、また、制度は あっても利用 が進んでいな い企業も多い ということ から、自らや ってみ
ることによって、 課題ですとか メリット、こ ういったもの を肌で感じ ていただいて 、結果
としてテレワークの普及につなげたいという取組でございます。
１ページ目、も ともとロンド ンのオリンピ ックの際にテ レワークに よって混雑を 回避し
たという事象がご ざいましたの で、東京オリ ンピックの開 会式が行わ れる７月24日 をテレ
ワーク・デイと設 けまして、全 国一斉のテレ ワークを実施 するという ことを昨年度 から行
っております。昨 年、第１回目 につきまして は、約950団 体、6.3万人 に参加してい ただい
て、国民運動としては大きな一歩を踏み出したと考えております。
２ページ目、交 通混雑を緩和 する効果が実 際にあったと いうもので ございまして 、例え
ば東京メトロ豊洲 駅などは、前 年に比べると 10％、この日 は通勤客が 少なかったと いう事
象もございました。
３ページ目、消 費電力を削減 する効果とい うことで、テ レワーク・ デイを実施し た企業
の中では、例えば18％電力量が少なかったという企業もございました。
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４ページ目、そ の他の個別の 企業の声とし て、例えばテ レワーク・ デイによって きっか
けをつくる効果が あったですと か、今後もや ってみたいと 思う継続的 実施を促す効 果があ
ったですとか、あ とは５ページ 目、生産性を はかるのはな かなか難し いのですが、 実感値
として生産性が高 まったという 声や、あとは ワーク・ライ フ・バラン スの確保です とか、
通勤負担が削減できたので満足度が高かったという声もございました。
こういった声を 受けて６ペー ジ目、今年度 はテレワーク ・デイズと いうことで、 ２日間
以上ということで 、23日から27 日のうちの２ 日間以上、24 日のテレワ ーク・デイを コア日
として実施すると いうことで 、今、取 組を進めてご ざいます。中ごろにあ りますが、2,000
団体、延べ10万人 の参加を目標 とするという ことで、昨年 の約２倍の 目標を掲げて 、今、
各団体等にお願いをしているところでございます。
７ページ目、今 、申し上げた テレワーク・ デイズの実施 のイメージ 、23日から27 日のう
ちの２日以上とい うことで、こ ういったポス ターを全国各 地に張って 、働きかけを してお
ります。この 配付資料の 提出締切が６ 月６日でした ので、4 03団体と書 いております けれど
も、ホームページ では２日に１ 回更新してお りまして、今 の参加団体 数は６月27日 現在で
816団体ということ で、昨年の同 時期は421で したので、倍 ぐらいの参 加団体数とい うこと
で、目標の2,00 0団体に向け てがんばって おります。人数は大規 模に、数万 、数千の 単位で
参加をしていただ ける企業がご ざいまして、 目標の10万人 は既に超え ておりまして 、こち
らは超える見込み となっており ます。目標が 全てではない ので、でき る限り多くの 企業や
団体にテレワーク ・デイズに参 加していただ けるように、 関係府省と も連携をして 取組を
進めているところでございます。
説明は以上です。
○樋口部会長

次 に事務局から 、平成29年度 に実施した仕 事と生活の 調和推進に関 する調

査研究及び今年度、30年度に実施予定の調査研究等について説明をお願 いします。
○田平参事官

事務局でございます。

お手元にござい ます、この「 仕事と生活の 調和推進のた めの働き方 に制約のある 社員に
対するキャリア支 援の取組事例 集」、一昨年 度は男性の働 き方に関す る取組事例集 でした
が、昨年度は介護 や育児の関係 などで、時間 的、場所的に いろいろな 制約がある、 そうい
う方々に対するキ ャリア支援や 評価制度など をどのように するかとい うような取組 を、11
社の事例を掲載し ております。 こういった事 例集を活用し まして、経 済団体の皆様 の御協
力もいただきなが ら、今後各種 セミナーなど でも御紹介を させていた だき、各企業 の取組
の推進につなげていきたいと考えております。
資料３－６でご ざいます。「 調達における ワーク・ライ フ・バラン ス等推進企業 評価の
推進に関する調査 研究報告書」 ということで 、国等の公共 調達におけ る加点評価の 取組に
つきましては、女 性活躍推進法 の規定に基づ きまして、平 成28年度か ら実施されて おりま
す。この仕組みに つきましては 、本部会にお いて企業の評 価の枠組み の考え方につ いて御
議論をいただいて、そうした議論も踏まえて構築したものでございます 。
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そうした取組を 踏まえて、実 際に国や地方 公共団体でど ういう取組 を行っている か、そ
れから、受注者で ある企業側に もアンケート 、ヒアリング を行って、 加点評価の取 組によ
る認定取得のイン センティブ効 果や影響、企 業の意識、行動 への影響を 調査するとと もに、
さらに国等におい ては平成28年 度から実施し ておりますが 、地方公共 団体にも努力 義務と
いう形で取組を進 めてください ということに なっておりま すので、地 方公共団体に どのよ
うに普及するかと いうような方 策も載せてお ります。時間 の関係で内 容の御説明が 十分で
きませんが、資料 を見ていただ ければ幸いで ございます。 これも含め て、地方公共 団体に
これから普及していきたいと考えております。
資料３－７、こ れは平成30年 度に実施する 調査研究とい うことで、 この行動指針 におけ
る数値目標の期限 が2020年まで であるという ことも踏まえ まして、ど のような形で 企業が
取組を行っている かや個人の方 々がワーク・ ライフ・バラ ンスに満足 しているのか という
ようなところを調 査して、それ で今後の議論 の参考にして いきたいと 考えておりま す。佐
藤委員には座長を 行っていただ いております ので、連続性 も考えなが ら議論してい きたい
と考えております。
参考資料３、昨 年度第41回の 評価部会で報 告をしており ますが、そ れ以降、閣議 や本部
等の決定として取 りまとめられ た政府文書に つきまして、 ワーク・ラ イフ・バラン ス関連
施策とかかわるようなものをまとめたものでございます。
参考資料４と５ につきまして は、関係省庁 の御協力もい ただいて、 ワーク・ライ フ・バ
ランス関連施策、それから、予算事項について取りまとめたものでござ います。
参考資料６につ きましては、 先ほどから活 用させていた だいており ますレポート でござ
いまして、また今 年度も作成を していきたい と思いますの で、御協力 をよろしくお 願いい
たします。
以上でございます。
○樋口部会長

ま とめて御報告 をいただきま したが、何か 御質問がご ざいましたら お願い

したいと思います。
なお、今年度の 調査について は、先ほど深 掘りする点を 決めました ので、それに ついて
特に配慮していた だいて、調査 を行っていた だきたいと思 いますので 、よろしくお 願いい
たします。
なければ、議題 ４「その他」 でございます 。これはちょ っとお時間 をいただいて 御議論
いただきたいと思いますので、事務局から説明をお願いします。
○田平参事官

前 回の部会にお きまして、樋 口部会長から 、憲章及び 行動指針の見 直しに

ついて、「行動指 針に具体的な 施策や事業名 まで書き込む かどうかと いう点と、そ れに照
らした場合に、現 行の憲章や行 動指針のどう いった内容に ついて見直 し、検討を行 うべき
かという点につい て、一定のコ ンセンサスを いただき、そ の視点に基 づいて検討を 行うこ
とにしてはどうか 」というお話 がございまし た。事務局に おきまして も、憲章及び 行動指
針の策定時、それ から、改定時 の議論の経緯 について御説 明をさせて いただいたと ころで
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ございます。
それを踏まえま して、樋口部 会長から「ど こを見直すか ということ も含めて、次 回に改
めて提案させてい ただく」とい う御指示がご ざいました。 本来、今回 検討の方向性 をお示
しして御検討いた だくべきとこ ろでございま したが、今回 につきまし ては、御欠席 の団体
もありますので、 次回、第45回 の部会で御議 論いただきた いと考えて おります。そ の際に
は、日程調整を十分に行って取り組んでいきたいと思っております。
また、場合によ りましては、 部会の開催回 数を追加させ ていただく こともあるか もしれ
ませんので、その場合は改めて御相談をさせていただきたいと思います 。
以上でございます。
○樋口部会長

先 ほど野田大臣 からもお話が ありましたよ うに、この 憲章、行動指 針がで

きましたのが2007 年ということ で、もう既に 11年たってい ます。2010 年には一度見 直しを
しておりますが 、この間 、状況も大き く変わって きているとい うこともあっ て、この 憲章、
行動指針について 、このままで 良いのかどう かということ も含めて御 検討いただく 機会を
設けたいと思って おりますので 、必ずどなた かは欠席して いると思い ますが、本日 は欠席
の委員がいらっし ゃいますので 、次回に具体 的にそれは提 案をさせて いただきたい と思い
ます。よろしいでしょうか。
そうしましたら、今後の予定について、事務局から説明をお願い致し ます。
○田平参事官

次 回の開催日程 につきまして は、調整後に 改めて御連 絡をさせてい ただき

たいと思います。
また、調整に当 たっては、次 の新たな日程 が入らないよ うに、でき るだけ早く調 整をさ
せていただきたいと思っております。
以上でございます。
○樋口部会長

今 の予定ですと 、あと年度内 に２回という ことでござ いますが、状 況に応

じて追加をさせて いただくとい うことになる かもしれませ んので、よ ろしくお願い いたし
ます。
何か皆様から御発言はございますでしょうか。
よろしければ、 本日の部会は 以上で終了さ せていただき ます。どう もお忙しいと ころを
ありがとうございました。
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