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○樋口部会長
評価部会

定 刻になりまし たので、ただいまから 第45回「 仕事と生活の 調和連携推進・

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。
それでは、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。

議事の説明の前に、まず、委員の交代について御報告申し上げます。
参考資料１を御 覧ください。 ２ページ目に ございますと おり、甲斐 委員の後任と して、
新たに宇野委員に御就任いただきました。
○宇野委員
○田平参事官

JEC連合の宇野でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、参考資料２を御覧ください。

関係省庁連携推 進会議の構成 員についても 異動がござい ましたので、御紹介いたし ます。
文部科学省男女共同参画共生社会学習・安全課の三好課長でございま す。
○三好課長
○田平参事官
○尾田課長
○田平参事官

三好でございます。よろしくお願いいたします。
それから、厚生労働省職業生活両立課の尾田課長でございます。
尾田です。よろしくお願いいたします。
また、内閣府仕事と生活の調和推進室にも異動がございました。

新たに、室長として池永が着任いたしました。
○池永室長

池永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○田平参事官

参事官として、黒木が着任いたしました。

○黒木参事官

黒木です。どうぞよろしくお願いいたします。

○田平参事官

続 いて、本日の 御出欠ですが 、飯田委員、 大曲委員、 長谷川委員、 権丈委

員、佐藤委員が御欠席でございます。
また、小林委員 が御欠席で代 理として高野 課長に、山本 委員が御欠 席で代理とし て畠山
局長に御出席いただいております。
榊原委員と大沢 委員は、御出 席の予定です が、少し遅れ ていらっし ゃるようです 。よろ
しくお願いいたします。
次に、本日の議題で ございますが、議 題１として「第１ 子出産前後の 女性の継続就 業率」
の動向について、御説明させていただき、御議論いただきたいと思いま す。
次に、議題２の 「保育等の子 育てサービス を提供してい る数」の動 向につきまし ては、
放課後児童クラブ の数値目標に 関連して、９ 月に策定され ました「新 ・放課後子ど も総合
プラン」について御説明させていただき、御議論いただきたいと思いま す。
議題１の「第１ 子出産前後の 女性の継続就 業率」の動向 と、議題２ の放課後児童 クラブ
につきましては、 前回の部会に おきまして、 今年度重点的 に点検・評 価する事項と しては
どうかという御意 見をいただい ているという ことを踏まえ まして、御 議論いただく もので
ございます。
あわせまして、 議題２といた しまして、こ れまでも御議 論いただい ております「 認可保
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育所等（３歳未満児）」の指標についても、御報告させていただきたい と思います 。
それから、議題 ３「仕事と生 活の調和（ワ ーク・ライフ ・バランス ）レポート201 8」の
骨子案について御説明させていただき、御議論いただきたいと思います 。
議題４「報告事項」、議題５「その他」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。
○黒木参事官

仕 事と生活の調 和推進室参事 官の黒木でご ざいます。 資料１につい て、御

説明を申し上げます。
「第１子出産前 後の女性の継 続就業率」の 指標、レポー トにありま す指標の⑩に つきま
して、また、これ に関連して少 し広めに「出 産・育児と女 性の就業状 況について」 という
ことで御報告をさせていただければと思います。
１ページ、お手元 にございます 昨年度のレ ポートの122ペ ージの図表3 -4-15と同じ もので
ございますが、第 １子出産前後 に女性が就業 を継続する割 合は近年上 昇しておりま して、
これまで４割前後 であったもの が、最新の調 査では53.1％ まで上昇し ているという ことで
ございます。また 、就業継続に 当たり育児休 業制度を利用 していらっ しゃる方の割 合も大
きく上昇していま す。他方で、 第１子出産を 機に離職をさ れる女性の 割合は46.9％ という
ことで、依然として高い状況にあるということでございます。
２ページ、これ は御参考とし て第２子・第 ３子の出産前 後における 女性の継続就 業率を
お示ししておりま す。第２子・ 第３子出産前 後におきまし ても、女性 が就業を継続 する割
合は上昇してござ いますが、い ずれの段階に おいても約２ 割の方が出 産を機に退職 を選択
されている状況でございます。
３ページ、こちらも先 ほどの昨年度 のレポートの1 22ページ 、先ほど の図の下にあ ります
図表3-4-16と同じ 図表でござい ますが、就業 形態別に見た 場合には正 規の職員の就 業継続
率が上昇しており 、最新の調査 で70％に迫っ ているという ことでござ いますが、他 方で、
パート・派遣の場 合には25.2％ で依然として 低いというこ とでござい ます。育休制 度の利
用も正規の職員で 多数を占めて おりますが、 パート・派遣 では継続し ておられる方 の中で
も育休制度を利用しておられる方は半数に満たない状況だということで ございます 。
４ページ、第１ 子出産前後で 、従業上の地 位について移 動があるか どうかという ことに
ついてお示しして おります。い ずれの場合も 、正規・非正 規にかかわ らず、正規か らパー
ト派遣になった、 あるいはパー ト・派遣から 正規になった という割合 はそれほど高 くはな
いということでご ざいます。パ ート・派遣に つきましては 、先ほども 申し上げまし たよう
に、離職する割合 が高いという ことでござい ますので、も ともとつい ていた就業形 態の差
が大きな影響を与えているということが言えるのではないかと考えてご ざいます。
５ページ、出産 ・育児を理由 とした離職の 状況でござい ますが、今 度は過去５年 間をと
りまして、昨年10 月１日時点で お聞きして、 過去５年の間 に、前職を 出産・育児を 理由に
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離職をした女性が どれぐらいい らっしゃるか ということで 、約101万人 がいらっしゃ って、
女性の離職者総数 に占める割合 が9.2％でご ざいます。ちな みに丸で囲 んであります ところ
は、男性の場合は どうかという もので、全男 性の離職者に 占める出産 ・育児を理由 に前職
を離職される男性 は0.15％でご ざいます。た だ、一旦離職 をされまし ても、過去５ 年の間
に、要は、昨年10 月１日の時点 で再度有業者 である割合、 出産・育児 を理由に一旦 離職さ
れたけれども、数 年以内に戻っ ておられると いうことかと 思いますが 、そういう方 の割合
が増えていることが分かろうかと思います。
６ページ、これ も就業形態別 に分けたもの でございます が、離職し た前職が正規 である
場合、あるいは非 正規である場 合、いずれに おいても５年 以内に再度 職につく方の 割合が
増えているということでございます。
７ページ、これ は第一生命経 済研究所さん がこの夏に御 発表されて いたものでご ざいま
すが、2017年の１ 年間に出産に 伴って退職し た方、女性の 数は約20万 人だろうとい う推計
を出しておられま すが、その方 々が退職され たことによる 経済全体の 付加価値の損 失を推
計ということでお 出しになった ものでござい ます。内訳は 、20万人の 方々の所得の 減少が
6360億円、企業活 動の付加価値 の減少分が53 81億円で、足 すと１兆174 1億円という 状況に
なるということで 、実際には、 これだけの損 失が出ている かどうかと いうよりは、 人数で
はない経済規模的 なもので、出 産を機に退職 される方の労 働力の規模 感を見ていた だくの
に御参考になるかと思ってお付けをしております。
８ページ、全体 的な動向とい いますか、い ろいろな数値 を全体的に 見ていただく ための
表ということで図 表をお作りし ております。 折れ線グラフ は右側の何 百万という形 のもの
を見ていただいて 、棒グラフは 左側のスケー ルを見ていた だければと 思いますが、 黄色の
折れ線グラフが全 人口、年齢別 の女性の全人 口で、青がそ のうちの就 業者数、ピン ク色の
ものが離職者の数 でございます 。棒グラフは 、青いものが 出生数で、 おおむね出産 をされ
た女性の数とほぼ ニアリーイコ ールかという ことでござい ます。黄色 は全く推計で 、年齢
別でとれなかった ので、等しい 割合で足し上 げております が、出産時 点で就業を継 続して
おられる方の推計 値ということ 、緑は出産・ 育児を理由に 離職された 方の数という ことで
お示ししております。
９ページ、第１ 子の妊娠・出 産を機に仕事 を辞められた 理由でござ います。明治 安田生
活福祉研究所さん の調査でござ いますが、「 子育てをしな がら仕事を 続けるのは大 変だっ
たから」が52.3％で最も多いという状況になってございます。
10ページ、11ペ ージ、就業希 望の状況でお 示ししており ます。無業 の方の中で無 業だけ
れども就業を希望 しておられる 方で、右側が 男性、左側が 女性で、下 が女性全体・ 男性全
体で、上がその中 で育児をして いる女性・男 性でお作りし ております が、まず、育 児をし
ているか否かでは なくて全体で 見ますと、就 業希望率はお おむね男性 も女性も同じ ような
傾向を示している 。男性のほう が若干多いと いうことでご ざいますが 、無業者の女 性の場
合は、15～24歳の ところは全体 と比べて大変 就業希望者の 割合が増え るわけでござ います
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が、それ以外のと ころについて は、全体と比 べて大きな変 化が見られ ないのが女性 でござ
います。一方で、 男性の場合に はいずれの年 齢階級におい ても、全体 と比べまして 、育児
をしているという 条件が加わり ますと、就業 を希望される 方の割合が 大きく上昇し ている
ということでございます。
11ページ、さら にその就業を 希望していら っしゃる無業 者の中で、 実際に求職活 動を行
っている方につい ての表でござ います。先ほ どと同じく、 下段が全体 、上段がその 中で育
児をしている者で ございますが 、女性の場合 には、まず、 全体を見て いただきます と、男
性に比べて女性の ほうが実際に 求職活動をし ている方は全 体でもかな り低い、10～2 0代の
前半については別 ですが、それ 以外はかなり 低くなってお ります。女 性の場合は、 そこに
育児をしていると いう条件が加 わりますとさ らに低くなっ て、２～３割 になっており ます。
特に10代、20代に おいて全体と の差が大きく なっていると いうことで ございますが 、男性
の場合には、育児 をしていると いう条件が加 わりますと、 実際に求職 活動を行って いる方
は全体よりも割合 が上がるとい うことで、男 性と女性で逆 の方向性を 示していると いうこ
とが分かろうかと思います。
最後の12ページ 、無業の女性 が求職活動に も至っていな い理由とい うことで、最 も多い
のは「出産・育児 のため」でご ざいます。特 に30～34歳で は約70％、3 5～39歳では 約60％
の方の理由が「出 産・育児のた め」になって おりまして、 この20～49 歳までの「出 産・育
児のため」を非求職 の理由として 挙げていら っしゃる方の 人数を足し上 げますと、84 万2800
人でございます。
他方、参考です が、出産・育 児以外の理由 で非求職、求 職活動をし ていない理由 も、足
すとそれなりのボ リューム感が ございまして 、「探したが 見つからな かった」、「 希望す
る仕事がありそう にない」「知 識・能力に自 信がない」「 介護・看護 のため」とい う方、
これは20～69歳ま でを足し上げ ておりますが 、合わせて57 万1500人で ございまして 、下に
お示ししておりま すように、赤 で囲っている もの、青で囲 ったものは 、それぞれ違 ったア
プローチになろう かと思います が、何らかの 対策を講じる 余地がある ところではな いかと
いうことでお示しをしております。
資料１は以上で ございますが 、もう１件、 指標の「⑫男 性の育児休 業取得率」に ついて
も深掘りをしたよ うな検討がで きないかとい うことが前回 の部会で御 指摘をいただ いてい
たところかと思い ます。検討させて いただきまし たが、まず、レポート の114ページ のとこ
ろの男性の育児休 業取得率につ きまして 、下の図表 の3-4-6でご ざいますが 、これは 直近の
平成29年度の雇用 均等基本調査 によりますと 、2017年度の 割合が5.14％ でございます ので、
2016年度と比べて も上昇してい ることが分か るかと思いま すが、他方、これ以外のも ので、
例えば、就業構造 基本調査と比 較をしたりと いうことでい ろいろ深掘 りができるか という
のも検討してみま したが、雇用均 等基本調査 と就業構造基 本調査では、母数のとり方 とか、
あるいは制度の捉 え方という面 でかなり違い があります。 雇用均等基 本調査では、 母数は
調査前年度１年間 に配偶者が出 産をした者で ありますが、 もう一つの 就業構造基本 調査で
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は未就学児を育て る雇用者全体 ということで 、母数がかな り大きくな っていますの で、単
純に比較しますと 当然後者のほ うが制度利用 者が少ない、 割合が少な いということ で、並
べて論じることは 難しいのでは ないかと考え ております。 また、後者 のほうで捉え ている
制度が、育休制度 だけではなく て、短時間勤 務とか、子の 看護休暇、 あるいは残業 の免除
等というものも含 めてとってお ることもござ いまして、な かなか並べ ると無用な混 乱を招
くかなと考えてお りまして 、先ほどの1 14ページの図 表に、最新の数値 を盛り込むと いうこ
とで対応させていただければと考えているところでございます。
以上でございます。
○樋口部会長

ありがとうございました。

調査結果につい て御説明いた だきましたが 、何か御質問 、御意見が ございました ら、お
願いいたします。
どうぞ。
○畠山男女平等局長

連合の畠山です。

御説明ありがとうございました。
資料１の中で、１点ございます。
まず始めに、前 回の部会で、 第１子出産後 の離職の理由 について分 析をお願いし たいと
申し上げまして、 本日、このよ うに御準備い ただきました ことにお礼 を申し上げま す。こ
の資料１の９ペー ジ目になりま すが、第１子 の妊娠・出産 を機に仕事 をやめた理由 という
ところでの図でご ざいます。こ ちらは民間の 調査ではあり ますが、「 子育てをしな がら仕
事を続けるのは大 変だったから 」が多数を占 めているとい うことなの ですが、ここ の中に
は、例えば、子ど もの預け先を 確保できなか った、あるい はサポート が得られなか ったと
いう、ほかの項目 との関係性も 考えられるか なと思ってお ります。根 本的に、離職 に至る
理由が分かると対 策も打てると 思いますので 、今後、内閣 府において こういった調 査・分
析も行っていただければと思っております。
○黒木参事官

参考にさせていただきます。

こちらの９ペー ジのものは複 数回答可にな っております ので、御指 摘のとおり、 子育て
をしながら仕事を 続けるのは大 変だったと選 び、かつ、預 け先がなか ったというも のを選
んでいらっしゃる 方とかも当然 含まれている と思いますの で、そうい うものも分析 できな
いかどうかということは、今後、考えていきたいと思います。
○樋口部会長

参考にさせていただきます。

ほかにいかがでしょうか。
どうぞ。
○宇野委員

JEC連合の宇野でございます。

資料の５ページ 、図７なので すが、こちら は離職後に再 び有業者に なった人の推 移も、
緑色の部分も出て いるのですが 、いわゆるＭ 字カーブの底 が浅くなっ ていることと あわせ
まして、今後は離 職後にどのよ うな雇用形態 で復職をして いるのかと いうのも、継 続的な
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調査が必要なので はないかと考 えております 。真の女性活 躍を目指す には正規雇用 での就
業継続が望ましい ですし、また 、女性の就業 率に関しまし ては、男女 共同参画の視 点から
見て、本当に改善 しているのか というのが、 見る人が見て 、国民が評 価をしやすい ような
評価とするべきではないかと考えております。
○樋口部会長

こ れは、５ペー ジのもので、 今、離職後に 再び有業者 になったとい う、そ

れを正規・非正規とか、タイプ別に分けることはできないかと。
○黒木参事官

６ ページに前職 が正規であっ たか非正規で あったかと いうものは示 してお

りますが、もう一 度有業者にな ったときに、 正規の方が正 規で職を得 ておられるの か、あ
るいは非正規でと いうことが分 かれば良いと いう御指摘だ と思うので すが、こちら のデー
タからだけではそういうものが分析できないということでございます。
○樋口部会長
○宇野委員

もし今後やるのであればという、御要望ですね。
そういうことも分かったほうがいいと考えます。

○樋口部会長

ほかにいかがでしょうか。

継続就業が重要 だということ と同時に、一 度離職した人 が再就職す る比率が急激 に上が
ってきていると、 要するに、短 期間の離職期 間で戻ってき ている人が 多いという中 で、今
回はこれではやっ ていないので すが、どうい う人が戻って きているの かというと、 夫の所
得がすごく影響し て、夫の所得 がダウンして いるとか、失 業は余りい ないのですが 、そう
いったところほど 再就職する人 が多くなって きている。一 時、夫の所 得と妻の就業 が割と
関係が薄れている と言われてい たのが、どう も、特にリー マンショッ ク以降と言わ れてい
ますが、影響が高 まってきてい るという分析 がほかではな されたりし ているので、 今回は
ここまではできな いのですよね 。できないか ら、そちらを 参考にとい う話になるか もしれ
ないと思いますけれども。
ほかにいかがでしょうか。
よろしければ、 次に、第２番 目の議題、「 保育等の子育 てサービス を提供してい る数」
の動向について、 議題２の（１ ）「新・放課 後子ども総合 プラン」に ついて、厚生 労働省
少子化総合対策推進室の小林室長補佐から説明をお願いします。
○小林室長補佐

厚生労働省子 ども家庭局総 務課少子化総 合対策推進 室の小林と申 します。

資料２－１とい たしまして、 今年の９月14 日に公表され ました新・ 放課後子ども 総合プ
ランにつきまして説明させていただきます。
こちらのプラン は、小学生の 放課後のこと に関しまして 、共働き家 庭を対象にし ます放
課後児童クラブ、 文部科学省で 行っておりま す放課後子供 教室、両事 業の実施につ いて定
めたもので、来年 度から５年間 の計画でござ います。こち らにつきま して、４点、 目標値
を定めておりますので、まず、説明させていただきます。
「新・放課後子 ども総合プラ ン」に掲げる 目標（2019～ 2023年）を 御覧いただけ ればと
思います。
１つ目につきま して、まず、こ ちらは共働き 家庭の小学生 の子どもの 放課後の生活 の場、
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遊びの場となりま す放課後児童 クラブにつき まして、2021 年度までに 約25万人分を 整備し
て、その時点で待 機児童の解消 を目指す。そ の後も女性就 業率の上昇 を踏まえて、2 023年
度末までに約30万人分の受け皿を整備するとしております。
こちらにつきま しては、資料 を１枚おめく りいただいて 、図示した ものがござい ますの
で、そちらを御覧い ただければと 思います。も ともと現在は 名前がよく 似ておるので すが、
「放課後子ども総 合プラン」に おいて、子ど も・子育て支 援新制度が できました201 5年か
ら、もともとは５年 間の計画で30 万人分を整 備するとして いたものを、１年前倒しを して、
こちらも30万人分 の整備を行お うとしていた のですが、４ 年間で結局3 0万人分の整 備を行
うということで、 一旦こちらの プランは終了 しておりまし て、来年度 、2019年度か ら５年
間、2021年度末の 時点で約25万 人分を整備し まして、３年 間で待機児 童を解消する 。ちな
みに、今、待機児 童は全国で約 １万7000人程 度おります。 こちらに関 しましても、 大体保
育所の待機児童が いる地方公共 団体とよく似 た傾向があり まして、大 体都市部に多 い傾向
にございます。202 1年度末まで に、待機児童 の解消をゼロ としまして 、その後、今 後予想
されます女性就業 率の上昇にも 対応できるよ うにするため に、さらに そこから５万 人分、
2023年度末までに 整備いたしま して、約150万 人分の整備を 最終的には したいと考え ており
ます。最終的には 女性の就業率 が８割程度、 よくいわゆる Ｍ字カーブ が解消するあ たりと
言われております が、女性就業 率が８割とな っても、待機 児童が今後 発生しないよ うにと
いうところまでしっかり受け皿整備を行っていきたいと考えております 。
資料を１枚お戻りいただければと思います。
このプランにお きましては、 放課後児童ク ラブの受け皿 整備だけで はなくて、文 部科学
省で行っておりま す放課後子供 教室事業の、 これは共働き 家庭のお子 さんだけを対 象にし
ているわけではな くて、全ての 小学生に対し て多様な体験 ・活動を提 供する場を用 意する
ものでございます が、こちらの 事業とよく連 携をするとい うことで、 目標の２つ目 でござ
いますが、全ての 小学校区で、 両事業を一体 的に又は連携 して実施し 、うち小学校 内で一
体型として１万箇 所以上で実施 することを目 指すとしてい ます。一体 型というのは 、いわ
ゆる同じ学校の中 で、子どもた ちも行きやす いということ で、両事業 を整備すると いうこ
とでございまして 、イメージと いたしまして は、大体小学 校というの は、今、２万 弱ござ
いますので、１万というのは半分ぐらいの数字と思っていただければと 思います。
残りあと２つ目 標がございし て、３つ目に つきましては 、放課後児 童クラブに関 して、
子どもの安全性を 見た場合に、 学校施設をし っかり使って いこうとい うことで、特 に受け
皿整備を今後行っ ていく中で、 新たに開設す るクラブの８ 割を小学校 内で実施する という
ことで、こちらは まさに文部科 学省と一緒に 学校の施設を どのように 活用していけ れば良
いかということを引き続き連携していくということでございます。
さらに４点目、 今回のプラン で新たに加わ った内容でご ざいますが 、当然のこと でござ
いますが、放課後 児童クラブと いうのは子ど もを預かる場 だけではご ざいません。 子ども
が放課後を過ごす 時間帯、大事 な時間帯でご ざいますので 、しっかり その場で健全 な育成
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を図っていただく という役割を さらに明確化 しまして、自 主性、社会 性がしっかり 育まれ
る場であることを 明確化いたし ました。この プランに基づ きまして、 来年度から５ 年間で
しっかり受け皿整備等を行ってまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。
○樋口部会長

それでは、何か御質問はございますか。

どうぞ。
○髙橋委員

これ は子どもの数 がこうなって 、きちんとな ると言うの ですが、これ を受け

皿とする指導員と いうのですか よく名前は知 りませんけれ ども、やる 方が何人ぐら い必要
で、そのための公 的な予算、国 の予算だとか 、地方公共団 体予算はど ういうふうに 組まれ
ているのか、教えていただきたいと思います。
○樋口部会長

お願いします。

○小林室長補佐

国のルールで は、正確には 、放課後児童 支援員とい うのですが、 大きく

分けて、元教員の 方や保育士の 方、もう一つ は昔からこの 職業をされ ていた方でご ざいま
すが、各クラブに お２人は置い ていただきた いということ になります ので、今回は 受け皿
整備でございます が、30万人分 の受け皿整備 をするに当た っては、ど のクラブも２ 人は置
いていただきたいということで、それなりの人数は必要となってまいり ます。
放課後児童クラ ブの世界は、 お金の出所が 少し変わって おりまして 、実を言いま すと、
放課後児童クラブ の予算に関し ましては、企 業様からのお 金をいただ いて、企業の 拠出金
を活用してお金を いただいてい る。これは社 会全体で子育 てを支援す るという理念 のもと
にそういう形でい ただいてやっ ております。 そのほか、ま さに今、御 質問いただい たよう
に、この分野もな かなか人材が 確保できない ということで ございます ので、これは 保育と
同じように処遇改善の実施も国でお金を出してやっているところでござ います。
○樋口部会長
○髙橋委員

どうぞ。
そう いうことだろ うということ ですが、具体 的に何人に なると想定し ている

のですか。その方 を確保できな かったら、こ れはできない ということ になりますが 、そう
すると、待遇とか 、そういうこ とは、今、決 めているのか どうか。そ の辺を、お分 かりだ
と思うのですが、教えていただければと。
○樋口部会長

す みません。企 業がお金を出 すというのは 、どういう 意味でおっし ゃって

いるのか。企業が、例えば、寄付金を出してという話ですか。
○小林室長補佐

分かりにくい説明をして失礼いたしました。

具体的に、まず 、何人かとい うことでござ いますが、単 純に考えま して、１つの クラブ
では定員が大体40 名とされてお りますので、 30万人分を整 備するため には、１クラ ブ40人
とすれば、単 純に割り算 をすると15 ，000人程 度は必要とな ってくると いうことでご ざいま
す。
お金でございま すが、こちら は子ども・子 育て支援交付 金という形 で、事業者の 側から
企業の収益割合の 一定分をいた だいたうちの 一部を放課後 児童クラブ の運営費とし て使わ
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せていただいてい る。これは、 子ども・子育 て分野でも同 じように、 例えば、企業 主導型
保育とか、そうした分野にも使わせていただいているお金と同じでござ います。
○樋口部会長
○髙橋委員

どうぞ。
3,000 億円とかとい うものがぽ んと出てきて、それを企業 に負担させる という

ものがありましたよね。それから出すということですか。
○小林室長補佐

今、もともと 企業からいた だいているの は、昨年、 ちょうど２兆 円パッ

ケージのときに決 まったもので ございますが 、この放課後 児童クラブ に関しては、 以前か
ら子ども・子育て 支援交付金と していただい ております。 ただ、仕組 みとしては同 じもの
かと思います。
○樋口部会長

市 町村単位での 話をしている のですか。国 の話と分か らなくなって いるの

ですが、これはそれぞれの基礎自治体がやっていく仕組みですよね。
○小林室長補佐

失礼しました 。もともとこ の部分ですが 、国費に関 しては、企業 のお金

をいただいてやっ ていると。要 するに、予算 のお金の色が そういう色 になっている 。地方
公共団体さんに関 しては、それぞれ３分 の１ずつ 、都道府県 、市町村で 御負担いただ いて、
それぞれやっているという形で分担をしてやっていることになっていま す。
○樋口部会長
○髙橋委員

髙橋委員、いかがですか。
要は 、国と地方は どういう分担 割合で、国の お金という のは、社会保 険料と

一緒に何％かを後 からぽんとと られた3,000 億円が原資に なって、それ とどこかのも のを集
めて、それは国が 持って、地方 公共団体は地 方公共団体で 、この額と 同じぐらい、 ３分の
１・３分の１ということですか。
○小林室長補佐
○髙橋委員

そのように捉えていただければと思います。

それは明確に数字とかが世の中に示されているのですか。

○小林室長補佐

はい。示され ております。 この資料には ないので分 かりにくかっ たので

すが。
○髙橋委員

私が 申し上げたか ったのは、プ ランをつくる のは良いの ですが、それ を具体

的に、どういうプ ロセスで、ど れだけお金が かかって、誰 がどう負担 するのかとい うこと
が分からないと、 そういうプラ ンがあるので すねで終わっ てしまいま す。こういう ことの
ためにお金を払っ ているのだよ ねというもの が、3,000億の 中の７割ぐ らいを中小事 業者が
負担するので、そ の点のところ が分からない と我々も説明 ができない ので、次回で も結構
ですから、どういう 原資でどうい うふうに振 り分けて、どう いう単価の 人たちを雇う とか、
そういうものがな いと、ただ「あ あ、そ うですか 」で終わる のではない かと思います ので、
そこはお願いしたいと存じます。
○小林室長補佐
○樋口部会長

承知いたしました。
こ れは誰もが預 けられるので すか。それと も、両親が 働いていると か。要

するに、保育所と同じようなものになっているのですか。
○小林室長補佐

放課後児童ク ラブに関して は、両親が基 本的に働い ている方です 。そこ
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は保育と基本的には同じと思っていただければと思います。
○樋口部会長
○小林室長補佐

小学校に入ってから何歳までなのですか。
これは小学校 卒業まででご ざいますが、 一般的には 低学年のお子 さんの

ほうが多い傾向になります。
○樋口部会長

今 のお話では、 それはみんな 地方公共団体 によって違 うと。例えば 、ある

ところでは３年生までとかというふうになっているのですか。
○小林室長補佐

児童福祉法で は、正式には 放課後児童健 全育成事業 というのです が、こ

ちらは平成24年に 法律を改正し まして、もと もとは小学校 ３年生まで でした。これ を小学
校６年生まで拡大 するという法 律改正をして おりますので 、国の制度 としては小学 校全体
でございますが、 受け皿はどこ まで待機児童 が発生するか どうかとい うところもあ ります
ので、地方公共団 体によっては ４年生までに するとか、そ うしたとこ ろはある可能 性はあ
ります。
○樋口部会長
○小林室長補佐

これは文部科学省ではなくて厚生労働省がやっているのですか。
そうです。福 祉事業として 厚生労働省が やっていて 、ただ、全て の子ど

もを対象にします 放課後子供教 室は、先ほど 御説明しまし たが、全て の子どもを対 象に多
様な経験や学習の場を与えるという事業は文部科学省でやっております 。
○樋口部会長

そ うですか。制 度の見直しは 分かりました が、レビュ ーもやってい るわけ

でしょう。2018年 に１年前倒し をして30万人 増となってい ますが、こ れは計画です よね。
前回のそれを１年 前倒ししたと いう話で 、目標は122 万人という ことだけれど も、実 際には
どうであったのかというのは、レビューをして出ているという。
○小林室長補佐

正確には、今 、放課後子ど も総合プラン に関しまし ては、４年目 の最後

の段階に来ており ます。現在、 今年度の数字 を精査してい るところで ございますの で、間
もなくそうしたレビューの数字を公表する予定です。
○樋口部会長
○小林室長補佐
○樋口部会長

分 かりました。出 ましたら、ま たこの議論を するのであ ればお願いし ます。
承知いたしました。
ほかにどうでしょうか。

よろしければ、 議題２の（２ ）「認可保育 所等（３歳未 満児）」の 数値目標設定 指標に
ついて、事務局から説明をお願いします。
○伊藤参事官

参事官の伊藤でございます。

資料２－２に 、行動指針 の数値目標を つけさせてい ただきました が、この 数値目標の「⑪
保育等の子育てサ ービスを提供 している数」 のうち、右側 のところで いいますと、 先ほど
は放課後児童クラ ブの話もあり ました、その 上の「認可保 育所等（３ 歳未満児）」 という
指標についての御 説明でござい ます。前回の 部会におきま してもいろ いろ御意見を 賜った
ところでございま して、その後 、部内で検討 した結果を御 報告させて いただくとい うもの
でございます。
まず、この指標 につきまして 、今、2017年 度を目標年限 とした数字 ということで 、この
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レポート2017の87 ページのとこ ろを御覧いた だきたいので すが、こち らは昨年まで のもの
が出てございます。
まさに資料２－ ２にもござい ますが、2017 年度までで116 万人という 数値目標が設 定され
てございました。 まずは、現在 の2017年度末 における目標 の達成状況 について御説 明させ
ていただきたいと 思いますが、 本年９月に厚 生労働省がこ れに関しま す最新の集計 結果を
発表いたしました 。それにより ますと、本年 ４月１日現在 、2017年末 までの整備の 結果と
しての数字といた しまして、保 育所等の０～ ２歳児までの 利用定員数 、すなわち受 け皿整
備量につきまして は約120万人分 になってご ざいまして、 この2017年度 の116万人と いう数
字につきましては達成されたということになってございます。
ここからが議題 になります 、この116 万人から新た な数値目標 の話でござい ますが 、前回
６月28日の部会に おきまして、 子ども・子育 て本部から御 説明いたし ましたとおり 、次の
市町村子ども・子 育て支援事業 計画が、2020 年度、平成32 年度から始 まることにな ります
ので、その前年度 、32年度の始 まる前、31年 度の後半に各 市町村が定 める教育・保 育を必
要とする量の見込 み、受け皿の 確保の中身、 実施時期とい ったものを 集計すること で算出
される見込みでご ざいます。ですの で、まさにこの116 万人に代わ る数字になり ますと、こ
れは来年度の後半まで出てこないことになってしまいます。
一方、これま で御説明し てまいりまし たとおり 、政府にお きましては 、昨年の1 2月の「新
しい経済政策パッ ケージ」とか 、あるいは今 年の「骨太の 方針2018」 におきまして 、最優
先の課題でありま す待機児童問 題を解消して 、女性の就業 率80％に対 応できる「子 育て安
心プラン」を前倒 しして、平成3 2年度末まで に32万人分、 これは０～ ５歳児までで ござい
ますが、32万人分 の受け皿整備 を進めるとい うこととして おります。 こういったこ とを踏
まえまして、次の市町村 子ども・子育て支援 事業計画に基 づく116万人 に代わる数値 がまと
まるまでの間につ きましては、 この32万人の 受け皿整備を 進めるとい う政府方針を 踏まえ
まして、実際にこ の資料２－２ の一番下のと ころに（注） という形で 書かせていた だいて
おりますが、行動 指針の改正に ついて、これ は重い手続が 必要になり ますので、今 後につ
きましては、ワー ク・ライフ・ バランスレポ ートの87ペー ジの数値目 標設定指標の 動向を
取りまとめる際に 、ここの⑪番 のところに注 記といたしま して、この 資料２－２の 一番下
に書いてございま す、この「「 経済財政運営 と改革基本方 針2018」（ 平成30年６月1 5日閣
議決定）において 、「最優先の 課題である待 機児童問題を 解消し、女 性就業率80％ に対応
できる「子育て安 心プラン」を 前倒しし、20 20年度末まで に32万人分 の受け皿整備 を進め
る」こととされている」といったような注記をさせていただきたいと考 えてござい ます。
以上でございます。
○樋口部会長

それでは、御質問、御意見をお願いします。

このレポートの1 81ページに数 値目標があ るわけで 、ここに再 掲しているわ けですね 。今
の87ページと似た ようなものが ありますが、 こちらではな くて、今の8 7ページのほ うに注
をつけることを提案なさったということで良いわけですね。
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○伊藤参事官

は い。181 ページの方に 付けるとなり ますと 、行動指針 そのものの改 定とい

うことになります ので、ここだ けを改定する ために政労使 で手続をと るのかという ところ
を考えたところでございます。
○樋口部会長

いかがでしょうか。

よく見ると、３ 歳未満と放課 後児童クラブ だから、小学 校に上がっ てから、その 間が抜
けているのですね。３～５歳のところ。
○伊藤参事官

指 標としては抜 けています。 ここは、決め たときの事 情は分かりか ねます

が、「少子化社会 対策大綱」に おいて、この ３歳未満児の 指標を使っ ているという のを引
っ張ってきたということから来ているのだろうと思います。
○樋口部会長

要 は、３～５歳 のところで、 今、幼稚園も 当然そうな って入ってき て、特

に幼稚園の預かり 保育が増えて きているけれ ども、そこの ところはも ともとこの数 値目標
に入っていなかったのですね。
○伊藤参事官

保育の受け皿というときには、預かり保育は入っておりません。

○樋口部会長

そ うなのですか 。幼稚園も同 じことを言っ ていますが 。幼稚園のこ の間の

無償化のときの議 論などという のは、今度、 なぜそれも無 償化にする ことになった のです
かね。
○伊藤参事官

無 償化の対象と しては、預か り保育のとこ ろも一定額 までという方 向で検

討してございます が、預かり保 育の受け皿整 備について政 府で定めた 政府目標は特 にござ
いませんので、ここではそれは入れられないということでございます。
○樋口部会長

も ともと保育は 厚生労働省と 文部科学省と 違うから、 本当は一体化 という

話になってくるのでしょうが、数値目標も別々になっているということ ですね。
○伊藤参事官

こ の部分ではそ ういうことで ございます。 もちろん、 お子さんを受 け入れ

ているという点で は、認定こど も園の数も増 えてございま すけれども 、そこは数値 目標的
なものはございません。
○樋口部会長

よろしいですか。

御意見はないよ うですので、 こちらの87ペ ージに記載し てもらうと いうことにし たいと
思います。
それでは、議題 ３「仕事と生 活の調和（ワ ーク・ライフ ・バランス ）レポート201 8」の
骨子（案）について説明をお願いします。
○田平参事官

御説明させていただきます。

資料３を御覧いただければと思います。
例年、各団体、 各府省に執筆 いただいてお ります、第２ 章、第４章 につきまして は、既
に原稿提出期限を1 1月２日とし て依頼をさせ ていただいて おるところ でございまし て、お
おむね提出をいた だいている状 況でございま す。誠にあり がとうござ います。提出 いただ
いた原稿の確認については、12月上旬に依頼したいと考えております。
資料３につきま して、2018年 骨子案という ところ、参考 として、201 7年、2016年 、それ
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ぞれのレポートの 目次を掲載さ せていただい ております。 基本的に、 第１章から第 ４章ま
で、これについて は例年各団体 さんに御協力 いただきなが らリニュー アルをさせて いただ
いているところで ございますが 、今年度につ きましても既 に作業を進 めていただい て、執
筆を進めていただ いております が、基本的な 骨格の部分に つきまして は、継続して それを
リニューアルする形にさせていただければと考えております。
１点、昨年度の 議論の中で、 社会生活基本 調査に関し、 樋口部会長 から、23年度 の社会
生活基本調査の結 果を踏まえた 勤務間インタ ーバルの状況 が総務省か ら公表された わけな
のですが、それに ついて28年度 の分は出ない のかというお 話がありま したが、この ７月に
総務省で公表され たということ でございます ので、そのあ たりについ て、この第２ 章第２
節、国の取組というところで、コラムとして記載したいと考えておりま す。
そういう形で１ 章から４章は 例年踏襲とい う形で進めて いきたいと思 いますが、昨 年度、
仕事と家事・育児 ・介護の両立 に関する現状 と取組事例と いう形で特 集を設けさせ ていた
だいております。 今年度につき ましても、前 回の議論の中 で何をテー マにするかと いうと
ころの御議論をい ただいて、第 １子出産前後 の女性の継続 就業率の話 、保育等の受 け皿の
話、このあたりを テーマとすべ きであるとい うお話がござ いまして、 先ほど、議題 １、議
題２で御説明させ ていただいた わけでござい ますが、その あたりにつ いて特集の中 で触れ
ていきたいと考えております。
先ほど黒木参事 官から御説明 いたしました データなどを 活用しなが ら、文章の補 充をし
ながら書き下すと いうところ、 それから、女 性の継続就業 に関する取 組につきまし て、好
事例を載せていけ ればというこ とで、現在、 どういうとこ ろに書いて もらおうかと いうこ
とを精査しているところでございます。
先ほど御説明の ありました新 ・放課後子ど も総合プラン の話につい ても触れさせ ていた
だいて、特集とさ せていただき たいと考えて おります。サ ブタイトル につきまして は、基
本的にこの女性の 継続就業とか 放課後児童ク ラブの話がメ ーンになっ てきますので 、そう
いうような方向で サブタイトル を次回提案で きればと考え ております ので、またお 諮りし
たいと思います。
以上でございます。
○樋口部会長

ただいまの説明につきまして、御質問、御意見をお願いいたします 。

どうぞ。
○春川委員

情報労連、春川でございます。

私からは、１点、意見を提起させていただきます。
今、御提起いた だいた中で、 コラムとして 、勤務間イン ターバルの 状況、最新の ものを
入れられるという ことは、導入 等も進んでき ている、また 、これから 努力義務化と いうこ
ともございますの で、ここの取り 上げについ ては非常によ ろしいことか と考えており ます。
ただ、１点、勤 務間インター バルそのもの は、仕事と休 息時間をあ る種、分けた 形のも
のになりますので 、休息時間を しっかり確保 するという観 点では、も ちろんそこが 生活時
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間に当たるという ことで、この 仕事と生活の 調和というと ころにも通 ずるかと思う のです
が、ここの項の中 では、多様な 働き方という ことで、これ までもテレ ワークは数値 でピッ
クアップされてい るところもあ ろうかと思う のですが、テ レワークの 要素も仕事と 生活の
調和という中では 非常にこれか らも生きてく るであろうと 思っており ます。勤務間 インタ
ーバルの状況を最 新のものを入 れていただく ということと あわせて、 これまでもあ ります
が、テレワークと いったところ の視点も踏み 込んでいただ けたらよろ しいのではな いかと
いうことを意見として申し上げます。
○田平参事官

検討させていただきたいと思います。

○樋口部会長

よろしいですか。

○春川委員
○樋口部会長

ぜひお願いいたします。
ほかにいかがでしょうか。

それでは、それ ぞれにお願い している面も ございますの で、ぜひよ ろしくお願い いたし
ます。
榊原委員。
○榊原委員

ありがとうございます。

今回、この特集 をこのテーマ にしていただ くということ は、とても 変化も起きて いてと
ても大事なところ なので、良い と思うので、 大変期待して おります。 よろしくお願 いしま
す。
先ほど御説明い ただいた中で 、男性の育休 取得率の話が ありました よね。それは 、女性
が就業継続をして いく、出産を 挟んで就業継 続をしていく ときに、男 性の育休取得 率が非
常に背中合わせで 大事な課題で あるというの は各国のいろ いろな取組 の中でもはっ きりし
ているので、あわ せてぜひ取り 上げていって いただきたい と思うし、 大事なことだ と思う
のですが、先ほど の話の中であ ったように、 母数の違いで 数字が複数 あってという ところ
ですよね。
これまでも、私 たちメディア のほうで報道 するときもす ごく悩まし いところがあ りまし
て、同じ調査、同 じ前提で比較 すると経年で どう変化があ るかという ことが分かる ので、
この調査ではこう いうふうに推 移していると いうものが出 ていること はとても大事 なので
すが、最近調べて みると、例え ば、ドイツな どでしたらそ の年に生ま れた全ての子 どもの
父親の中で育休を とったのは何 割かという数 字をちゃんと 出している のですね。そ れで上
がっているという ことをやって いる。それで やると、全て の子育てを する家庭にお いて、
ワーク・ライフ・ バランスがど れぐらい進ん でいるのかと いうことを 非常に客観的 に見ら
れ、かつ、国際的 な比較もでき るという意味 で、すぐは無 理だと思う のですが、全 ての子
どもを新たに家庭 に迎え入れた お父さんたち が育休をとれ たのか、と れなかったの かどう
なのかということ も、できたら できるだけ拾 うような問題 意識で取り 組んでいただ けたら
良いかなと思いました。
もう一つが、学 童のことです よね。放課後 子ども総合プ ランのとこ ろで厚生労働 省の方
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から御説明いただ いたのですが 、ちょうどお 帰りになりま したが、今 、支援員の基 準を人
手不足なのだから 切り下げろと いう地方分権 の中の規制緩 和の議論が 出ていますよ ね。あ
れはワーク・ライ フ・バランス とか子育てを する側の人た ちにとって は非常に驚異 的な話
で、人手不足の地 方の実態をど ういうふうに 上手に反映し たシステム にしていくか という
話と、それで本当 に安心して子 どもを預けて 仕事を続けら れるのかと いう、そこの 利害の
対立は起きやすい ところなので 、先ほどの御 説明にあった ような「新 ・放課後子ど も総合
プランはこういう ふうにやって いきます。」 で終わりでは なくて、今 、こんな議論 が起き
ていてというとこ ろを、政府側が 取組をやっ たことを説明 する白書では ないわけです から、
社会の課題を拾う という問題意 識から、地方 からはこうい うような提 起があってこ ういう
ふうになったけれ ども、ワーク ・ライフ・バ ランスの推進 としてはど うかという姿 勢でぜ
ひ取り上げていっていただきたいなと思いました。
以上です。
○樋口部会長

ありがとうございます。

まず、前者のほ うの父親の育 児休業ですが 、先ほど統計 によってち ょっと違いが あると
いう話で、もう一度詳しく説明していただけますか。
○黒木参事官

違 いの点でござ いますが 、雇用均等 基本調査のほ う、レ ポートの114 ページ

の図表3-4-6のもと になっている というか 、拾ってい る調査のほ うでございま すが、こちら
は2015年10月１日 ～2016年９月3 0日に配偶者 が出産した者 のうち、そ の１年間、201 7年10
月１日までに育児 休業を開始し たものという ことで割合を とった場合 に、ここのと ころは
5.14％になってい るということ でございます 。これに対し まして、雇 用均等基本調 査のほ
うですと、とり方 が直近の１年 間、例えば、 平成29年の就 業構造基本 調査のほうで は、直
近の１年間で、い わゆる2016年1 0月１日～20 17年９月30日 に育休制度 等を利用した もの。
こちらは育休だけ ということで すが、母 数が違うとい うことですね 。母数が 、この場 合は、
要するに生まれた ばかりのお子 さんを持って いらっしゃる 方だけでは なくて、未就 学児を
育てている雇用者 全体を母数に しているため に、例えば、 男性の育児 休業制度の利 用者の
割合は例えば1.76 ％になるとい うことで、先 ほどの5.14％ と比べると 低く見えてし まうわ
けですが、それは母数が多いからということでございます。
就業構造基本調 査のほうで、 もう一つ、育 児休業等の制 度を利用し たものの割合 を出し
ておるものもござ いますが、こ れによると、 育児休業等制 度利用者の 割合、男性5.6 8％と
いう数字もあるの ですが、ここ には「等」の 中に育児休業 制度だけで はなくて、先 ほど申
し上げました時短 とか、子の看 護の休暇とか 、残業の免除 とか、そう いうものも含 まれて
いるということで 、これを比較 して同じぐら いというと、 中身が違っ てくるという ことに
なるということでございます。
○樋口部会長

整 理すると、総 務省統計局の やっている就 業構造基本 調査は未就学 児を持

つ父親が分母とな っている。そ れに対して、 厚生労働省が やっている 雇用均等基本 調査の
ところでは、過去 １年間に子ど もが生まれた ということだ から、１歳 までとなって いると
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いうことが違っているということですか。
○黒木参事官

はい。

○樋口部会長

逆 に、何で総務 省は未就学児 に占める育児 休業とした のかというの は分か

らないけれども。
○黒木参事官

１ 歳を超えても とられる方が いらっしゃる からではな いかと。もち ろん男

性だけではなくて女性もとっていらっしゃるわけですが。
○樋口部会長

公 的統計に対す る要望として 、調査間の質 問項目の調 整をしなけれ ばなら

ないというか、要 望できるとな っているので すよね。一つ は、それを 出せばできる 。公的
統計というのは、 全部許可制、 どういう質問 をするかとい うのが統計 委員会の審議 事項と
いう形で出ている ので、その中 に、意見とし て、各府省も そうだし、 あるいは国民 からで
も良いのですが、 統計によって 調査方法が違 いますとか、 あるいは定 義が違います という
ことについては、 それを調整す ることを要望 することがで きるとなっ ていて、そう いう制
度があるのです。
そこに、例えば 、ここから、 今、言ったよ うな定義の違 いがあって 比較できない という
ことであれば、そ れを統一して くださいとい うような要望 を出すこと が、多分総務 省へだ
と思うのですが、 出すことがで きるようにな っているので 、それを出 したらどうか という
ことが一つの案。
もう一つは、今 度は時系列で 比較する場合 に、多分ここ は今までず っと厚生労働 省の調
査でやってきてい て、今回、就 業構造基本調 査のような総 務省の統計 が出てきたと きに、
こっちを使ってい くのではない かと思うのだ けれども、今 、使ってい るほうの厚生 労働省
の時系列比較とい う形で、総務 省の問題は何 が問題になっ たのでした か。定義が違 うから
というのは分かったのだけれども、数字が違うとか。
○黒木参事官

例 えば、２つを使っ て、これまでの114 ページの表 よりも、特集とし て何か

もっと深掘りした ようなものを 両方を使って つくれるかと いうと、な かなか単純に 比較す
るとかえって混乱 を招くのでは ないかという ことですので 、今、昨年 の114ページの 表に、
最新のデータをも ちろん載せる ということは させていただ くというこ とでございま すが、
それ以上に２つを 使って何か今 すぐできる特 集をつくるこ とは難しい のではないか という
ことで御報告をさせていただいたところでございます。
○樋口部会長
○榊原委員

どうぞ。
改めて説明してくださって、ありがとうございます。

確認ですが、雇 用均等基本調 査は、今、先 ほどの口頭で の御説明だ と１年以内に 子ども
が生まれた男性で 育休をとった 人になってい ましたが、そ れは雇用保 険に入ってい る男性
でというものが全 体につくので すか。それと も、本当に子 どもが生ま れた全ての男 性です
か。もし後者でしたらドイツと同じなのですよね。前段ではないですか 。
○黒木参事官
○榊原委員

すみません。確認させていただきたいと思います。
女性 のほうがそう なのですよね 。なので、育 休取得率は ８割になって いるみ
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たいだけれども、 子どもが生ま れた女性全体 の中で２割ぐ らいしかと れていないと いう、
日本の現実との乖 離がなかなか 見えてこない ということが あるので、 男性のほうで もどう
なのかなと思ってお伺いしたということがあります。
○黒木参事官

確認をしてから、追って御報告をさせていただければと思います。

○樋口部会長

どうぞ。

○大沢委員

多様 な働き方・生 き方が選択で きる社会に関 する数値目 標設定という ところ

で、今度はコラ ムが新しく入 るということ ですが、今、112ペ ージを見ます と、この 数値目
標は短時間勤務が 選択できるか 、自己啓発を 行っている労 働者の割合 という、この ２つに
なっているのです が、今後、女 性が活躍して いく上には、 先ほども御 意見がござい ました
テレワークとか、 コアタイムな しのフレック スとか、残業 免除とか、 かなり多様な 働き方
が導入される必要 があると思い ますが、この 項目をもう少 し増やして いくような議 論も今
後必要かなと思います。
テレワークは、 今、調査をや っているので すが、利用で きると回答 している労働 者の割
合がかなり低くな っております ので、そんな こともここで 取り上げて いけたら良い かなと
思います。
○樋口部会長

今の要望ということですが、事務局、よろしいですか。

○田平参事官

ありがとうございます。

先ほど春川委員 からもテレワ ークの話、今 、大沢委員か らもテレワ ークの話がご ざいま
した。ここの 第２章の部 分は、い ろいろ節に よって分かれ ておりますが 、まず 、第１ 節で、
企業や働く者の取 組ということ で、経済団体 とか労働組合 のこの１年 間の取組を書 かせて
いただいていると ころでござい まして、第２ 節で国の各府 省庁とか、 そういうとこ ろでど
ういう取組をやっ てきたかとい うことを書い ている。それ から、第３ 節のところで 地方公
共団体がどういう 取組をやって きたかという 、どちらかと いうと評価 的なところと いうよ
りはファクトを書 いている部分 でございまし て、その中で 先ほど御提 起させていた だきま
した勤務間インタ ーバルの話に つきましては 、総務省でこ ういうよう な公表をした ので、
それを掲載しよう という趣旨で ございますの で、どちらか というとフ ァクトベース のこと
でこの間に出てき たものを紹介 しようという 位置付けで取 り扱わせて いただこうと 思いま
す。またどういう ものがほかに あるのかとい うことは考え てみたいと 思いますが、 そうい
う位置付けでございます。
○大沢委員

分かりました。

○樋口部会長

残ったものが育休の話なのですが、育休は分かりましたか。

○黒木参事官

す みません。き ちんと確認を した上で追っ て御報告さ せていただこ うと思

います。
○樋口部会長

榊 原委員がおっ しゃっていた のは、育休取 得率が単純 に８割などと いう数

値が出てきている けれども、そ れこそ分母が 何かというこ とで、例え ば、雇用保険 に入っ
ているという話な のか、正社員 とかになって いるのか、あ るいは就業 者全体になっ ている
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のか。全体で見る と、どうも違 った数字が出 ているのでは ないか。こ れもそうです よね。
ここに入っていた ものも、第１ 子出産前から 継続就業して いるかとい ったときに入 ってく
るのも、とても８ 割ではなくて 、実際、50％ を切っていた 。急に上が ってはいると いうこ
とだったのだけれ どもというよ うな数字が出 ていたので、 それぞれが どれがどうな ってい
るのかというのは 読めなくなっ ているという こともあって 、それにつ いて整理して いただ
きたいというのと 、もう一つは 、雇用保険に 入っている人 だけではな くてどうなっ ている
かということを考えるべきではないかという話ですよね。要約すると。
良いですか。
○榊原委員

その とおりです。 とっていない 数字を出すわ けにもいか ないし、これ までや

ってきた継続性の 中での分析が 大前提だとは 思うのですが 、視点とし て、でも、８ 割まで
上った。それは目 標としていた ところに向か っている良い 傾向なのだ けれども、社 会全体
のワーク・ライフ ・バランスを 考えたときに は、女性全体 の中ではこ うですよねと いう指
摘があると良いな と思ったとい う感じなので 、念頭に置い ていただけ たらというお 願いで
す。
○黒木参事官

分 かりました。 雇用均等基本 調査等が、も ともと事業 者に聞いてい るとい

うのもあると思い ますので、そ の辺も含めて 確認をした上 でまた御報 告をさせてい ただこ
うと思います。
○樋口部会長

そ うですね。今 度の特集がそ のテーマだか ら、そこを 特にこのレポ ートを

作る上で御考慮くださいということで、ほかにどうでしょうか。
どうぞ。
○畠山男女平等局長

連合の畠山です。

今の男性の育児 休業取得率に 関係するので すが、育児参 加に男性に もかかわって いただ
くということでは 、一定程度の 連続した休業 が必要だと思 っておりま す。いろいろ なデー
タのとり方という お話がありま したが、例え ば、配偶者の 出産に伴う 休暇が入って いると
か、一日でもお休 みすれば１回 の育児休業を 取得となりま すので、何 日間育児休業 をとっ
たのかという日数という視点でも、今後、分析をお願いしたいと思って おります。
以上です
○樋口部会長

特集でそれはできますか。

どうぞ。
○尾田課長

職業生活両立課の尾田です。

私もうろ覚えな のですが、雇 用均等基本調 査では、毎年 、男性・女 性の育児休業 の取得
状況はとっており ますけれども 、取得日数に ついては不定 期でとって います。直近 だと27
年だと思いますが 、そういう形 ですので、毎 年の時系列で は把握して いない状況に ありま
すが、過去に把握したものの分析はできるかと思います。
○畠山男女平等局長

分かりました。

今あるデータで も構いません ので、分析を していただけ れば、私ど ももその日数 という
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視点での必要性は伝えていけると思っておりますので、お願いいたしま す。
○樋口部会長

今 、尾田課長が おっしゃった とおりなので すが、私の 記憶で言って 良いの

かどうか分からな いけれども、 私の記憶だと 、雇用保険の 給付、育児 給付のために 、要は
何日とっているか とかという形 で出ていただ ろうと思うの ですよね。 どれぐらいと ってい
るのだとか、復職 がどれぐらい 行われている のかというも のも確か出 ていましたよ ね。調
べてもらって、そういうものでも良いかなということですね。
○田平参事官

ど こまで出せる かというとこ ろはまた精査 させていた だきたいと思 います。

厚生労働省とも相談しながら進めたいと思います。
それから、榊原 委員から提起 いただきまし たドイツの話 とかはかな り長期スパン の話に
なってくるので、 このレポート の話というよ りは、むしろ 政策を打つ ときにそうい うこと
をしっかり考える必要があるという御指摘だったかと理解いたしました 。
○樋口部会長

た だ、それだけ ではなくて、 特集をやるの で、レポー トの特集の中 で考え

てくれという話ですよね。
○榊原委員

できたらということですね。

○田平参事官

そ れから、先ほ どの放課後児 童クラブの関 係は、その 経緯とか、そ ういう

ところも含めて書 かないと誤解 を生ずる部分 もあるよとい うお話だっ たかと思いま すので、
地方公共団体から のこういう議 論もあってと いうところ、 これについ ては厚生労働 省とも
相談したいと思います。
○樋口部会長

ほかにどうでしょうか。

公務員について は、もちろん 育休取得の日 数とかは発表 されている のでしょう。 男性も
女性も。
○村山課長補佐
○樋口部会長

国家公務員の男性の育児休業取得率等のデータはございます。
そ うですよね。 そういうこと ですので、こ れは民間だ けではないか ら、そ

ういう意味では、それを分析してもらうなりということですよね。
よろしいでしょうか。
よろしければ、 本年のレポー トは基本的に は、今、示さ れた骨子案 に沿って、皆 さんか
ら要望をいただい たものを書き 込むという形 で対応してい きたいと思 いますが、よ ろしい
ですか。
（「異議なし」と声あり）
○樋口部会長

あ りがとうござ います。それ では、そのよ うにさせて いただきたい と思い

ます。
それでは、報告 事項に移りま すが、まず、 議題４につい て、厚生労 働省の労働条 件政策
課の前村専門官か ら働き方改革 を推進するた めの関連法律 の整備に関 する法律の概 要につ
いて、説明をお願いします。
○前村専門官

厚生労働省労働条件政策課の前村と申します。

資料４を御覧いただきたいと思います。
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働き方改革関連 法の動きにつ きまして、御 報告させてい ただきたい と思います。 御存じ
の方も多いかと思 いますが、６ 月29日に国会 で可決されま して、７月 ６日に法律が 公布さ
れたところでございます。
今回の働き方改 革関連法なの ですが、中身 が非常に多岐 にわたるも のでございま して、
その関係で、労働 政策審議会の 中の複数の分 科会で、さま ざまな省令 等の制定の手 続を順
次行ってきたとこ ろです。今や っているもの もありますし 、終わった ものもあると いうの
が現状でございます。
表紙を見ていた だきますと、 ポイントⅠ、 ポイントⅡと 書いてあり ますが、大き く分類
しますと、一つは 労働時間関係 になりまして 、もう一つは 、いわゆる 同一労働同一 賃金で
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保という、大きくこの２種類が あります。
６ページと書い てあるページ の後に「別紙 １」がありま す。この資 料は別紙１と 別紙２
がありまして、別 紙１が労働時 間の関係にな りまして、別 紙２が同一 労働同一賃金 の関係
になりますが、ま ず、別紙１を 御覧いただき たいと思いま す。このペ ージを見てい ただく
と、大体どんな内 容か、労働時 間関係のもの はどんなもの があったの かということ がお分
かりいただけるか と思いますが 、いわゆる時 間外労働の上 限規制とい うものとか、 年次有
給休暇の時季指定 義務とか、割 増賃金の中小 企業さんの部 分ですが、 月60時間を超 える時
間外労働に対する 割増賃金の今 まで適用を猶 予されていた ものの猶予 を廃止します という
ものとか、あと、 フレックスタ イム制、これ は使えるやり 方を少し拡 充したという 内容と
か、あとは新しく 「高度プロフ ェッショナル 制度」ができ ますといっ た内容になっ ており
まして、施行日な のですが、こ のページの一 番下にありま すとおり、 ほとんどのも のは来
年の４月１日にな っております が、いくつか 適用の猶予と か、除外が ございます。 簡単に
主要なものだけ、御説明させていただきたいと思います。
別紙１の２ペー ジ、これは時 間外労働の上 限規制でござ います。現 在の制度が、 この左
側の（現在 ）になり ますが 、今は時間外 労働、36協定を結ぶ ときのどれ ぐらいまでと いう、
目安というか、基 準みたいなも のが、時間外 労働の限度に 関する基準 という大臣告 示で定
められているとこ ろなのですが 、今後は右側 にありますと おり、法律 が施行されま すと、
法律の根拠をもち まして、時間外労 働は原則月45 時間まで、年360 時間まで、臨時的 に特別
な事情がある場合 であっても年7 20時間まで、そ れから、複数月の 平均で80時間、こ れは休
日も含みますが、 あとは月100時 間未満、こ れも休日を含 んで100時間 未満といった 法律の
根拠に基づく上限ができましたといった改正になっております。
４ページ、下段 のほうです。 年次有給休暇 の部分になり ますが、年 次有給休暇の 時季指
定義務と呼ばれて いるものです 。現在の労働 基準法39条の 中での規定 といたしまし ては、
働き始めてから半 年たちますと 、フルタイム の場合ですが 、10日間の 年次有給休暇 が付与
されます。その後 、１年ごとに 日数が増えて いって６年半 たつと20日 となるのです が、毎
年のその年度の年 次有給休暇の 付与日数が10 日以上の方を 対象としま して、その方 に対し
て年間５日ですね 、時季を指定 して年次有給 休暇を取得し ていただく ということを しなけ
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ればいけないといった新しい制度ができました。
今までは、現在 は労働者側が 年次有給休暇 の取得を申し 入れて、そ れで初めて成 立とい
うことですが、今 後は、年間に つきまして５ 日については 会社から指 定していただ くとい
う制度になります 。ただ 、この５日の 中には、働いている方 がもし御自 分でとったり とか、
あるいは年次有給 休暇の計画的 付与がありま すが、そうい ったもので とった分はこ の５日
から控除していた だくことがで きるといった 制度になりま す。あと、 いくつかパン フレッ
トの中にいろいろ書いてありますが、このような内容になっております 。
しばらくめくっ ていただいて 、別紙２が出 てまいります 。こちらが 、いわゆる同 一労働
同一賃金になりま すが、内容と いたしまして は、不合理な 待遇差をな くすための規 定の整
備、労働者に対す る待遇に関す る説明義務の 強化、あと、 行政による 事業者への助 言や指
導、行政ADR の整備といっ た内容になっ ております 。こちら は施行日が 少し遅くなっ ており
まして、2020年、 平成でいいま すと32年４月 １日からとい うことで、 中小企業さん につき
ましてはさらにそ の１年後とい う形になって おります。こ ういった形 で大きな法改 正がご
ざいました。今お 配りしている この資料は、 まだ政省令が できる前段 階でつくった 網羅的
なものになります 。一番初期の ものになりま すが、こうい ったものを 使って現在ま で周知
活動を行っているところでございます。
以上です。
○樋口部会長

ありがとうございます。

何か御質問はございますでしょうか。
今、出てきたのは省令ですが、通達のところもありますよね。
○前村専門官

細かい解釈ということですか。

○樋口部会長

派 遣の同一労働 同一賃金のと ころとか、そ ういうとこ ろはあります から、

それはどういう形で。
○尾田課長

同一 労働同一賃金 は、今まさに 御議論いただ いていると ころでして、 年内に

は最終的な取りま とめという方 向にはなって おります。今 まさに議論 しているとこ ろでご
ざいます。
○樋口部会長

来 年４月１日か ら施行される 部分と、再来 年の４月１ 日あるいは中 小企業

に対して、その先と いう形になる ものとある ので、早目に周 知をお願い したいと思い ます。
これがいわゆる 民間企業への 労働基準法並 びに関連法の 話ですが、 公務員につい ては、
これは働き方改革 のほうに書い てありました が、公務員に ついても至 急検討すると いうこ
とになっていたと 思いますが、 今、これに類 似するような ところは検 討なさってい て、も
うすぐ出されるということなのですか。
○村山課長補佐

法的な枠組み としては公務 員は違います ので、民間 の労働法制の 状況を

踏まえまして、公務 員体系の法令 のもとでの 措置をとると いうことにい たしておりま して、
その具体的な中身 は、まさに今 、検討してお るところでご ざいまして 、いわゆる超 過勤務
の上限の規制とか 、先ほどお話 のございまし た年次休暇の 問題とか、 そういった既 に民間
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の方で論点に挙が っていること につきまして 、公務員でも 検討させて いただいてい るとこ
ろでございます。
○樋口部会長

そうですか。

その中では、同一労働同一賃金の話も当然出てくると。
○村山課長補佐

さようでございます。

同一労働同一賃 金は、確か厚 生労働省でガ イドラインを 定める予定 かと思います が、そ
れを踏まえて、今 後検討してま いりますし、 非常勤職員の 方の結婚休 暇とか忌引休 暇につ
きましては、先行して改善の措置をする予定でございます。
○樋口部会長

そ うですか。い ろいろなとこ ろで公務員に ついての要 望を、ここで 議論し

ているときに必ず 出てくる一つ のテーマなの で、ここは公 務員のワー ク・ライフ・ バラン
スも入っているので、ぜひ報告をお願いしたいと思いますが、よろしい でしょうか 。
ざっと見ても分 からないとこ ろは多々ある と思いますの で、また問 い合わせをす るなり
していただいてと いうことにな るかと思いま すが、相談窓 口はそれぞ れの都道府県 に設置
された労働局ですか。
○前村専門官

労 働局、労働基 準監督署、そ れから、この パンフレッ トの別添１で いいま

すと、10ページ、 労働基準法関 係の内容です ね。労働基準 関係法令の 内容は、別添 １でい
いますと10ページ ですね。同一 労働同一賃金 のほうは、一 番後ろにな りますが、こ ちらは
本省の問い合わせ 先になります 。こちらでも 結構ですし、 各都道府県 にあります労 働局で
も結構です。あと、労働基準 法、労働安全衛生 法に関しまし ては、全国に325か 所、労働基
準監督署がありますので、そちらにお問い合わせいただくことも可能で す。
○樋口部会長

よろしくお願いします。

このために推進支援センターをつくったので、そちらももちろんとい うことです ね。
よろしければ、 議題５の「そ の他」として 、内閣府にお ける仕事と 生活の調和推 進関係
事業について説明をお願いします。
○田平参事官

内閣府男女共同参画局推進課長の田平でございます。

今、資料５－１ と５－２がご ざいます。こ ちらで内閣府 として実施 しているワー ク・ラ
イフ・バランス関連事業について御説明をさせていただきたいと思いま す。
今年度におきま しては、調査 研究とセミナ ーを実施する ことにいた しております 。資料
５－１につきまして、御説明させていただきます。
まず、目的のと ころで「仕事 と生活の調和 推進のための 行動指針」 において設定 されて
いる数値目標を踏 まえ、今後、 社会全体で取 り組むべき方 向性や各主 体の役割等を 検討す
るため、ワーク・ ライフ・バラ ンスに関して の調査研究を 行い、基礎 資料とすると いうこ
とで、恐らくこの 調査研究につ きましては、 取りまとめは 年度末ぎり ぎりになると 思いま
すので、こちらで 御報告させて いただくとす ると来年度に なってくる とは思います が、御
報告するに当たり まして参考と なるような資 料にできない かというこ とで調査を行 ってい
るところでございます。
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企業調査と個人 調査がござい ます。企業調 査につきまし ては、ワー ク・ライフ・ バラン
スに関する企業の 中の制度とか 運用に関しま して、企業規 模とか業種 で何か違いが 見つか
るのかとか、人事 制度がどうい うふうになっ ているか。そ れから、経 営方針にどの ように
位置付けられてい て、どういう 体制で推進し ているか。そ ういうとこ ろをまずはお 伺いし
ているところでございます。
それから、この 企業調査の左 側の枠がござ いますが、右 側の主な集 計・分析項目 （案）
を見ていただきま すと、今 、申し上げ たような人 事制度がどう なっているの か。それ から、
経営方針にどうい うふうに位置 付けられてい るか。どうい う推進体制 のもとで進め られて
いるかというとこ ろをまずはお 伺いして、そ れから、健康 で豊かな生 活のための時 間の確
保、多様な働き方 ・生き方の選 択を可能とす る取組、就労 による経済 的自立を可能 とする
制度・取組と書い てございます が、このあた りは行動指針 の中で３つ のカテゴリー がある
かと思いますが、 そういうとこ ろについて各 企業でどうい うような取 組をしている のかと
いうところを伺っ て、それがど のような傾向 になっている かというと ころを把握し ようと
いうことで調査をしているところでございます。
それから、個人 調査のほうに つきましては 、ワーク・ラ イフ・バラ ンスの実現度 を測る
というところで、調査の視点の ２を見ていた だきますと「 仕事」「家庭 生活」「地域 社会 ・
個人の生活等」で 、大きく３つ に、いろいろ な仕組みとか 、こういう 行動とかとい うとこ
ろを分けまして 、そこにつ いてそもそも ワーク・ライフ・バランスが実 現できている のか、
満足できているの かどうかとい うところを聞 いているとこ ろでござい ます。それか ら、希
望と現実というと ころにギャッ プが見られる というときに 、それがど ういうところ が問題
なのかというところを調査しているところでございます。
主な集計・分析 項目で、仕事 や勤務先の状 況は、今、ど ういうよう な形で働かれ ている
かというところを 調べたところ でございます し、ワーク・ ライフ・バ ランスの実現 度や満
足度は実際にどう いうような形 で、今の状況 に満足してい ますかとい うところ、働 き方の
実態とか、休み方 の実態とか、 自己啓発活動 はどういうよ うなことを やっているか という
ところを伺ってお りまして、こ ういうような 形で、今、何 が課題にな っているかと いうと
ころを調査しているところでございます。
資料５－２でご ざいます。「 ワーク・ライ フ・バランス 等を推進す るための経営 者・管
理職向けセミナー 」で、これは 、今年度、経 団連さんと共 催でセミナ ーを行ってお りまし
て、多様な人材の 活躍に向けた キャリア形成 支援に係る取 組とその成 果をテーマに 実施し
ているところでございます。
東京会場につき ましては12月1 3日、大阪会 場につきまし ては来年２ 月１日という ことで
開催しようと考え ておりまして 、基調講演、 事例紹介を行 う予定でご ざいます。特 に事例
紹介の中でこうい うワーク・ラ イフ・バラン ス、ダイバー シティー、 そういうよう なとこ
ろを踏まえて取組 を積極的に行 っていらっし ゃる企業さん の紹介を行 うことによっ て、そ
の普及を進めてまいりたいと考えております。
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以上でございます。
○樋口部会長
○髙橋委員

御質問、御意見をどうぞ。
企業 の調査で従業 員101人以上 ということで すが、製造業 だと300人以 下は中

小企業になるので すが、製造業で 101人以上と いうと中小企 業の中でも 少ない割合し かない
ので、あくま でも101人と いう大きな中 小企業につい てはこうだ ということで 、零細 だって
同じことをやって いるに違いな いとか、やら なければだめ だとか、そ この書き方で すね。
さっきもお話があ りましたが、 誰をどう調査 したかという ことをよく 踏まえた上で 結論を
出していただけるようにお願いしたいと思います。
○田平参事官

分かりました。

そのあたりは調査結果をまとめる際に留意したいと思います。
○髙橋委員
○樋口部会長

よろしくお願いします。
こ れは何で101人 以上なので すか。お っしゃるよ うに、中小企業の定 義がそ

れぞれ業種によっ てなされてい て、いろいろ な審議会とか 、そういっ たところでど の定義
だということが議論になってくる中での話だと思いますが。
○髙橋委員

中小 企業に調査を かけると、大 体３割ぐらい しか回答が 来ないのです よね。

製造業だと４割ぐ らいだと思う ので、多分そ ういうことを 慮って、な るべく回収率 の良い
ものということで ございます。 というのは、 日銀の短観の 中小企業は 、資本金2000 万以上
の中小企業で、回 答率99％なの ですね。そう いうものを踏 まえた上で 御議論してい ただい
て、解釈等をお願いしたいということでございます。
○田平参事官

デ ータベースで 、従業員規模 とか、正社員 数とか、そ ういうところ で割り

戻しをして、日本 の産業構造に できるだけ合 ったような形 でデータを 出したいとい うとこ
ろで、ある程度、 データが集ま るようなとこ ろについてと いうことで1 00人以上にし たと。
今、正しくお答え できていない かもしれない のですが、そ ういう形で 、産業構造と か、職
種とか、そういう ところに合っ たような形で 割り戻しがで きるような 形でとったの でとい
うことだったかと思います。
○髙橋委員

難し いかと思いま す。要 は、101 人以上になる と大変進ん でいると結論 が出る

と思うのですね。そういうところだけ頭の中に入れてやっていただきた い。
○田平参事官

そ ちらについて は、先ほども 申し上げまし たとおり、 書き方につい て、取

りまとめ方について工夫をさせていただきたいと思います。
○樋口部会長

ほかにどうでしょうか。

どうぞ。
○宇野委員

単純 な質問で恐縮 なのですけれ ども、企業の 調査で主な 集計・分析項 目案の

上から５つ目です ね。「就労に よる経済的自 立を可能とす る制度・取 組」と記載が ござい
ますが、私はイメ ージができな いのですが、 例えば、これ は障害者雇 用とか、そう いった
ことを御検討されているのでしょうか。
○田平参事官

こ の「就労によ る経済的自立 可能とする」 というとこ ろについては 、資料
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のワーク・ライ フ・バラ ンスレポート を見ていただ ければと思う のですが 、181ページ 、数
値目標の関連で「 就労による経 済的自立が可 能な社会」、 「健康で豊 かな生活のた めの時
間が確保できる社 会」、「多様 な働き方・生 き方が選択で きる社会」 というところ で、こ
れは数値目標でご ざいますが、 行動指針の本 体を見ていた だくと、176 ページになり ます。
「仕事と生活の調 和が実現した 社会」に必要 とされる諸条 件というこ とで、この３ つにカ
テゴライズをして おりまして、 「就労による 経済的自立が 可能な社会 」で、若者が 学校か
ら職業に円滑に移 行できるとか 、就業形態に かかわらず公 正な職業や 能力開発機会 が確保
されることという 形で、こうい うカテゴリー がありますの で、そうい うところに関 連する
ような取組を企業 でどういうこ とをやってい らっしゃいま すかという ところを聞い ている
ということになります。
○樋口部会長

何ページですか。

○田平参事官

机 上配付資料の ほうでござい ますが、この 中で企業調 査と個人調査 の調査

票がありますが 、その企業 調査の11ペー ジのほうで 、まず、有期契約労 働者の雇用だ とか、
そういうところを 行っています かというとこ ろ、それから 、フルタイ ム契約労働者 とか、
パートタイム契約 労働者、いわ ゆる契約労働 者がいらっし ゃる場合に 、そのときに どうい
う対応をしていら っしゃるか。 転換について どういう対応 ができるか とか、そうい うこと
とか、問25ではど ういう制度が あるかという ところ、制度 と運用実績 とか、そうい うとこ
ろがあるかという ところをお伺 いすることに よって、どの 程度企業が 取り組んでい らっし
ゃるかというところを調べているということでございます。
○宇野委員
○樋口部会長

ありがとうございます。
よろしいでしょうか。

回答するのは、企業調査は人事部ですか。
○田平参事官

基本的には人事部です。

○樋口部会長

どこかに書いてあるのですか。

○田平参事官

１ ページの回答 方法等という ところがござ いますが、 こちらの１つ 目の黒

ポツで「本調査は 、企業として のお立場で、 人事部門のご 担当者様が ご記入くださ い」と
いう形で書いてお りますので、 そういう方で 基本的にはお 答えいただ いているのか なと思
います。
それから、先ほどの1 01人以上のと ころ、確認しまし たところ、次世 代法などで法 律の内
容の区分の分類を しているとこ ろがあります ので、そこで1 01人以上と いう形にした という
ことでございます。
先ほど説明が正しくなくて申し訳ございませんでした。
○樋口部会長
○榊原委員

どうぞ。
調査 のことで１つ 教えていただ きたいのです が、この企業 向けの調査で すと、

どういう実施状況 なのかという ことを把握し ようという、 そこが、ま ずは大きな目 的であ
るということです よね。そのと きに、こうい うことを実施 した企業が どれぐらいあ ったと
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かということが分 かってくると 思うのですが 、実施したこ とによる効 果がどうだっ たかと
いうこともお聞き になるのかど うか。それが 出てくると、 普及してい くときに良い のでは
ないかと。それは 個人の満足度 とか生活のバ ランスが上が ったという のと、組織と してこ
んなメリットがあ ったというも のは違うと思 うので、個人 調査とは別 にぜひ聞いて いただ
きたいなと思ったのですが、いかがですか。
○田平参事官

今 の点でござい ますが、企業 調査の７ペー ジとか８ペ ージのところ で「健

康で豊かな生活の ための時間の 確保を可能と する制度・取 組について 」で、実際に 取り組
んでいるかという ところと効果 を上げている というところ については 、チェックを つけて
いただくことにしております。それで確認をとっていることになります 。
○榊原委員

ワー ク・ライフ・ バランス上、 狙った効果が 上がってい るかどうかと いうこ

とを聞いていただ いていること は大事だと思 うのですが、 それ以外に も、ひょっと したら
想定以上の別の効 果があったの かどうかとい うことを、記 述式でも良 いので何かと れたら
良いのにと思った のは、私など は本当にサン プル数は少な いのですが 、ダイバーシ ティー
とかワーク・ライ フ・バランス が進んでいる 企業に、そう いうことを やってどうで したか
と伺うと、こちら が想定したよ うな、女性が 定着してよか ったとか、 ここが活性化 してよ
かったとかという ものではなく て、全然違う 回答が返って くることが あるのですね 。例え
ば、東日本大震災 のような想定 外のことが起 きたときに、 その組織の 動き方が従来 と全然
違って、現場がこ ういうふうに 動いてすごく よかったとか という、組 織として思っ たもの
とはまた違うよう な変化が起き ていますとい う回答があり 得るのでは ないかと思い まして。
もしそういうこともとれるのであったらとったらどうかと思ったという 次第です。
○田平参事官

今 の点について 言うと、そこ まで具体的に 記載してい ただけるかど うかと

いうところはござ いますが、７ ページでいう と、「その他 （具体的に ：）」とかと いうと
ころも入れたりし ておりまして 、ここにそう いう取組が入 ってくるか どうかという ところ
は、榊原委員のお っしゃるよう な効果がある かどうか分か りませんが 、そういうよ うなと
ころも入れさせていただいているということでございます。
○樋口部会長

こ の調査の実施 は終了してい るということ ですか。今 後、これはど ういう

ふうになっていくのかというのは。
○田平参事官

調 査自体は終了 しておりまし て、今、委託 業者で分析 をしていると ころで

ございます。年度内に取りまとめを行って公表したいと考えております 。
○樋口部会長

皆 さんからこう いうものはで きないのかと いう御意見 をいただくと 。調査

票を配っていらっ しゃるので、 先ほどから出 ている、例え ば、父親が 育休をとって いると
母親の就業はどう なっているか とかという、 これを見れば 分かるよう なことになっ ていく
わけですよね。そ ういったもの を集計という か、分析して くださいと いう要望はも らうの
ですか。
○田平参事官

基 本的には、あ る程度進めて いるような話 になるので 、難しいかな という

気はいたしますが 、こういうと ころもおもし ろいのではな いかという ことをいただ けます
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と、委託業者とどういう形で分析ができるかというところを相談してみ たいと思い ます。
○樋口部会長

そ うであれば、皆 さんから御 意見をいただ いたほうが良 いと思うので すね。

ここでやっているわけだから。
○田平参事官

実際に可能かどうかも含めて検討させてください。

○樋口部会長

私 もいくつか気 になったこと があるので、 また話はし たいと思いま すが、

いかがでしょうか。
よろしいですか。
そうしましたら、本日の議題は以上となります。
それでは、次回について、お願いします。
○田平参事官

今後の予定につきまして、事務局から御説明させていただきます。

次回の開催日時 につきまして は、また調整 後に改めて御 案内をさせ 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

それでは、私から１件御報告いたします。

憲章・行動指針 の見直しにつ きまして、昨 年11月の第42 回の会合に おきまして、 私のほ
うから問題意識を お話しさせて いただきまし た。以降、こ れまで何度 か皆さんの御 意見を
集約しようと思って検討を開始してまいりました。
その背景には、 トップ会議が 平成22年６月 以降開催され ていないこ と、また、そ こで改
定されて以降、法 律の改正等が 行われている にもかかわら ず改定が行 われていない ため、
現在の施策の方向性に合っていないのではないかという問題意識もござ います。
前回の会合では 、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、また 、次回に具体 的にそれは 提案させてい ただく
と申し上げたところでございます。
この間、憲章・ 行動指針の見 直しを検討し ていく中で、 これとあわ せて、働き方 改革等
新たな動きがある 中で、本部会 でどのように 議論していく かについて も考えをめぐ らせて
きました。結果、 今後この部会 をどのように 運営していく のかにつき ましても検討 が必要
であるということになりました。
そういう観点か ら、前回は憲 章・行動指針 の見直しにか かわる具体 的な提案を行 うと申
し上げたところで すが、今回は それを行わず 、会議の運営 面も含めて 、次回以降、 改めて
御相談させていた だきたいと思 いますので、 よろしくお願 いいたしま す。皆様から ぜひ忌
憚のない御意見を あらかじめい ただければと 思っておりま すので、ど うぞよろしく お願い
いたします。
それでは、本日 の部会は以上 で終了させて いただきたい と思います が、皆様から 何かご
ざいますでしょうか。
よろしければ、以上で終了させていただきます。
どうもありがとうございました。
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