
資料１
 
 
上川大臣と語る 

希望と安心の国づくり 
（開催結果） 

 

開催概要 

テ ー マ ：少子化対策について 

日  時 ：平成１９年１０月２７日(土) １４時３３分～１６時４０分 

場  所 ：彩の国すこやかプラザ セミナーホール（さいたま市浦和区） 

出席閣僚等：上川 陽子 内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画） 

伊藤  渉 厚生労働大臣政務官 

司  会 ：西村 明宏 内閣府大臣政務官 

参 加 者 ：一般公募 

① 募集期間 平成１９年１０月３日(水)～１５日(月) 

② 応募方法 国民対話のＨＰ、郵送、ＦＡＸ 

③ 応募者数 １５０名 

④ 参加者数 １０９名（うち、発言者１６名） 

 

主な発言の例：「妊婦検診を含め、出産費を無料化にすべき」 

「育児休業など諸制度があるが、活用できないのが現状である」 

「子育ては大変だというが、本来は楽しいものであるはずだ」等 
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「上川大臣と語る希望と安心の国づくり」におけるアンケート調査について 

 

 

平成１９年１０月２７日、「少子化対策について「子どもと家族を応援する日本」

重点戦略の基本的な考え方を踏まえた今後の課題について」をテーマとして国民対話

を開催いたしました。 

この対話の会場において、今後の参考とするため、参加者に対してアンケート調査

を行いましたところ、テーマに関する多数のご意見、ご提案等をいただきましたので、

当該意見等に対する回答をご報告いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

 

参加者からのご意見 １ 

 

・ワーク・ライフ・バランスの施策について中小企業へのフォローがおざなりに 

・企業全体として働き方を見直しては？企業の意識改革。 

・現代社会の中で働き方を考えて行かないと子ども達にそのしわ寄せがきているので

はないか？ 

・ワークライフバランスは、憲章や指針では弱い。ひとつひとつの企業の、すべての

管理職や従業員の考えを変えていくためには、もっと思い切った取り組みが必要。

例えば、企業の取組みを点数化し、全企業の点数を公表するようにする（義務化）

だけで、企業は大きく変わる。その際、実際に働いている人による評価を入れるこ

とが大事。 

・ワークライフバランスを具体的に進め、夫婦で子育てできるような国にしてもらい

たい。 

・ワークライフバランスに関しては、男性の働き方の改善（改革？）も重要だと考え

ます。男性が育休をとらない現状には、①取りにくい現実と②男女の賃金格差や昇

進に関する格差（男女平等参画社会推進という視点から）も大いに影響しているの

ではないかと思います。その部分にメスを入れていくことが本当にできるのかどう

か。政府の取り組みに期待します。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

平成19年12月18日、関係閣僚及び経済界・労働界・地方公共団体の代表者等からな

る「ワーク･ライフ･バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和（ワ

ーク･ライフ･バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策

定されました。 
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仕事と生活の調和の実現は、一人ひとりの仕事と生活を調和させたいという願いを

実現するとともに、少子化の流れを変え、我が国の社会を持続可能で確かなものとす

るために非常に重要です。その実現のため、憲章及び指針では、企業とそこで働く者

が協調して積極的に働き方の改革に取り組むことが重要であるのはもとより、国や地

方公共団体による支援が重要とされています。また、憲章及び指針には、年齢階層別

就業率や、年次有給休暇取得率などの社会全体の数値目標が明示されており、実現度

指標等により全体の推進状況を把握・評価して政策に反映させることとしています。

このたびの憲章及び指針の策定を社会全体を動かす大きな契機として、今後とも国民

運動を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備などの促進・支援を進め、

仕事と生活の調和の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。 

 

 

参加者からのご意見 ２ 

 

・「待機児童ゼロ作戦」とありますが、各地の市町村では、まだまだたくさんの待機

児童がいます。本当にゼロにして下さい。 

・１人目２人目３人目も保育園に入園できませんでした。仕事と子育ての両立より前

に仕事をするための預け先をきちんと整備していただきたい。育児休暇や短縮勤務

を小学校入学前まで、など線引きせずに、必要な時に取得できたら、１年生の１学

期など、子供についていてあげたい時を守れるのではないでしょうか？ 

・保育園は地域の安心・安全、子育てセンターの要です。大切に守り、質を高め、公

的な機関として充実させて下さい。 

・保育需要と少子化がイコールでないことを認識し、広報してほしい。「少子化＝子

どもが少ない＝保育所はいらない」という考えが根強いし、そう受けとれるアナウ

ンス方法であると感じるため 

・保育士の養成については、今後とも質保証の面、就職後の研修についてしっかりと

頑張って頂きたい。 

・私は子どもが３人います。３人いると毎日はバタバタですが、でもとても楽しいで

す。出産前はフルタイムで仕事をしていましたが、仕事復帰せずに子供とくらして

いたいと思いました。しかしながら、働くお母さんへの支援はあっても、家庭で子

育てしているお母さんへの支援はほとんどなく、一時保育なども、働くお母さんを

優先している現状があります。我が家は夫の協力が得られない核家族ですが、保育

をお願いしたくなるような時、例えば自分の病気などがあります。ベビーシッター

は高額だったりしていまして、なかなか利用できなかったりします。自分の手で子

育てをしたいと思うお母さんも沢山いると思うのですが、なぜ全てのお母さんが、

お母さんを満喫できる支援がととのっていないのだろう・・・と思います。働くこ

とを選ぶお母さんも、家庭にいることを選ぶお母さんもあずけたいときにあずけら

れる保育園を望みます。そして、なぜ幼稚園と保育園を分ける必要があるのでしょ
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うか？親や子供の都合で、預ける時間が選べるようになるといいのにな？と思いま

す。そうすれば、新たに保育園をつくらなくても良くなりません？ 

・大臣は保育ママをふやすことについて言っておりましたが、多くのママは個人に預

けるより、保育園のような、多くの人に見てもらえる施設に預けたいと思っている

ことを知ってほしいと思います。 

・ＮＰＯ法人として、子ども育ち支援・子育て支援を地域で支える活動をしています

が、認定子ども園等、様々な施策の中で、社会福祉法人とは身分差・格差がありま

す。法人の経済基準等を設定しても、公益法人として認めていくよう検討してほし

い。 

・都内で働く女性（特に女性の経営者）は親の支援を受けている人が中心です。ハー

ドに働く中、周囲の協力は、「遠くの親せきより近くの他人」と言えるくらいにし

ていかないと、女性は産みたい気持ちにもなれないというのが現実だと思います。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 保育所の待機児童の解消については、平成１４年度から、平成１３年７月に閣議

決定した「仕事と子育ての両立支援策の方針について」に盛り込まれた待機児童ゼ

ロ作戦を進めてきたところです。また、保育所の緊急整備のほか、保育所の認可要

件等の規制緩和も推進してきました。 

  そうした結果、平成１９年４月の待機児童数は４年連続で減少し、約１７，９０

０人になったところです。しかしながら、都市部を中心に依然として多くの待機児

童が存在していることを踏まえ、平成１６年６月に閣議決定した少子化社会対策大

綱に基づく重点施策の具体的実施計画として同年１２月に策定された「子ども・子

育て応援プラン」においても、待機児童の解消を最重点課題の一つと位置付け、平

成２１年度までに受入れ児童数の拡大を図るとともに、特に待機児童が５０人以上

の市町村については、重点的な施設整備等を行うこととしています。 

  今後も、引き続き、適切に対応してまいりたいと考えております。 

○ 保育所の保育内容の向上については、従前から、保育所保育指針や保育士養成課

程の見直し等を行ってきたところであり、一時保育、地域の子育て支援拠点等の多

様な保育需要への対応については、子ども・子育て応援プランに基づいて取組を推

進してきたところです。 

  また、保育所保育指針については、平成１８年１２月から「保育所保育指針」改

定に関する検討会を開催し、指針の大臣告示化や、幼児教育の充実・小学校との連

携強化、地域の子育て支援拠点としての保育所の機能強化や質の向上の観点から、

指針の構成や内容について検討しているところです。 

  引き続き、保育内容の充実に資する施策を推進するとともに、保育所機能の多様
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化及び強化のための取組に努めてまいりたいと考えております。 

○ 「保護者の就労の有無で保育所、幼稚園と利用施設が限定され、就労を中断ある

いは再開しても継続した利用が困難」、「核家族化の進行や地域の子育て力の低下に

より家庭で０～２歳の子どもを育てている者への支援が大きく不足している」とい

った就学前の教育・保育に対する多様なニーズに対応し、地域において子どもが健

やかに育成される環境が整備されるよう、地域の実情に応じて幼稚園、保育所等の

中から、 

 ① 就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に提供する機能と、 

 ② 地域における子育て支援を行う機能 

を備えるものを認定する仕組として「認定こども園」制度を平成１８年１０月から

実施しています。 

○ ３歳未満の保育サービスについて質・量の両面でのサービス基盤整備が不足して

いることを踏まえ、１９年２月に発足した「子どもと家族を応援する日本」重点戦

略検討会議において、３歳未満児に対する家庭的保育（保育ママ）の充実を含めた

多様で弾力的な保育の拡充が議論されているところですが、保育ママに限らず、多

様で弾力的な保育サービスの拡充に努めてまいりたいと考えております。 

○ 仕事と家庭の両立支援を図るため、育児・介護休業法に基づく育児休業について

は、平成１６年に１歳から一定の場合に１歳６ヶ月まで延長できることとし、勤務

時間短縮等の措置については平成１３年に１歳から３歳まで対象年齢を引き上げ

る制度改正が行われています。 

  また、短時間勤務の制度については、小学校入学後の利用のニーズが高いことか

ら、平成２０年度政府予算案において、小学校低学年の子を養育する労働者が利用

できる短時間勤務制度を導入した事業主に対する助成制度の創設を盛り込んだと

ころです。 

○ 働いているか否かを問わず、家庭での孤独な子育てや子育てに対する不安の解消

を図るため、子育て親子に交流する場を提供したり、子育ての相談等に応じる地域

の子育て支援拠点を増やしているところであり、今後ともその充実に努力していき

ます。 

○ 地域の子育て支援に関する各種事業については、地域子育て支援拠点をはじめ、

その多くがＮＰＯ法人等の多様な主体にご参画いただくことが可能な仕組みとな

っておりますが、今後とも、地域の様々な関係者が、その力を十分に発揮して活動

していただけるような仕組みの在り方を考えていきます。 

○ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童

の預かり等の援助を受けることを希望する方と、援助を行うことを希望する方との

ネットワークを作り、助け合う「ファミリー・サポート・センター事業」を実施し

ています。 
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参加者からのご意見 ３ 

 

・意見にも出されたように子どもの視点に立った論点が必要と考えます。大人の都合

では、サービス拡大・基準の引き下げ等のしわ寄せはすべて子どもたちに行ってし

まうので。 

・子育て中の若い親に負担の軽減が必要。国として保育に対しての責務を果たさない。 

・やはりなぜ子どもを産めない状況が社会にあるのか、今日の意見の中で、生まれて

きた子どもたちの環境も考えてほしいと思います。その辺はどうなのか。 

・対策について政府の決断によって①早期に実現できるもの、（出産費関連費の無料

化、児童手当の大幅な拡充など）と、②労働、雇用環境の整備改善、③社会、地域

での子育て環境の整備など時間を要するものなどできることから早く！！ 

・少子化対策には短期的な対象療法と長期的展望が必要と思います。子供が増えなけ

れば、根本的な解決にはならないのに子供を増やすことは、上川大臣の仕事ではな

いというような発言があり、がっかりしています。 

・少子化対策の最優先すべきは、子どもと親が地域で夢をもってくらす（遊び場や子

育て支援の充実）ことであり、労働力の確保をあげられることに違和感を感じます。 

・私は資料６ページにあるように、正社員の仕事を持ちながら第１子を出産しました

が、核家族でかつ夫の協力がなかったため、第２子を出産する気にはなれませんで

した。「育児＝母親の役割」という社会の意識（特に男性の意識）を変える政策を

取って欲しいです。ワークライフバランスは特に働きすぎの男性に向けてアピール

して頂きたいです。 

・男性の育児についてポジティブアクションを導入してほしい。 

・夫の育児休暇の取り方 

・今の対策は企業側の立場からみたものが多いと思います。（病児保育、延長保育等）

子どもの立場を考えると、親と一緒に居る時間が増やせるよう、企業にも努力して

ほしいです。 

・母とか、お母さんがとか、イメージにたよっているうちは、少子化はなくならない。

必要なのは育児のスキルであり、男女に差はない。 

・みなさんの希望を、どうかかなえて下さい。現場（子育ての）は、とてもきびしい

もの。仕事をしたくてもできないのです。 

・政府の机上だけでなく、ぜひ現場のリサーチを十分に加味した政策を作って下さい。

できればどのような風にも取れる文章ではなく、具体的に効率の上がる指導内容に

して下さい。 

 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 
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政府では、国民の結婚や出産に関する希望が実現するには何が必要であるかに焦点

を当て、効果的な対策を再構築し、実行するため、「子どもと家族を応援する日本」

重点戦略（平成19年12月27日・少子化社会対策会議決定）をとりまとめました。 

 重点戦略では、「若者や女性、高齢者の労働市場参加の実現」、「国民の希望する結

婚や出産・子育ての実現」を同時に達成するため、「就労と結婚・出産・子育ての二

者択一構造」の解決が必要であるとして、①働き方の見直しによる「仕事と生活の調

和」の実現、②多様な働き方に対応した保育サービス等の子育て支援サービスの再構

築という２つの取組を「車の両輪」として速やかに軌道に乗せる必要があるとしてい

ます。 

 そして、重点戦略の内容を平成20年度予算案に反映させるとともに、重点戦略で課

題として指摘された具体的な制度設計については税制改正の動向を踏まえつつ速や

かに検討を進め、先行して実施すべき課題については必要な法律の見直しなどを行っ

ていくこととしています。 

 

 

参加者からのご意見 ４ 

 

・日本の子どもに関係する少子化予算は少ないと思う。この予算で知恵を出せと云わ

れても行動できないのでは？少子化予算を大巾に望む。 

・少子化対策の財源（みんなが考えていないと思う）について、もっと国民に認知し

てもらうべきと考える。 

・所得税の各種控除をなくし、子供手当、保育教育の充実にふりむけるべき。 

専業主婦を優遇する体制を維持しつつ、ワークライフバランスとか、働く時間の短

縮、男性の育休取得の拡大等言っても、制度的に矛盾する。働ける世代は皆で働く

ことで、ワークライフバランスが本当の課題になる。 

・財源がどのように具体的に使われるのか→家庭の日、などは特に表面的におわらな

いように組んでほしい。 

・子育て中の親が望むのは、出産費無料もちろんありがたいです。でも子供が生まれ

てからのことは、どうでしょうか？児童手当、今は１子～１万円ですが、私は１・

２子５０００円、３子１万円です。子供が３人も生まれてきてくれたことは素直に

うれしいけれど、これから生活ができるのかしら？とても不安になります。子ども

を生みたい、もっと生みたいと思う人は周りに沢山います。４人でも５人でも産み

たい人が産める社会を。子育ちしやすくなるような経済的支援をよろしくお願いし

ます！ 

・出産費用の無料化 

・出産の無料化（フランスの方の意見にもあった）をぜひ実現してほしい。 

・ＧＤＰ１％以上で高校、大学（国公立）はただ。 
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・国、自治体とも予算がない中で、”選択と集中”が必要と思います。少額でのバラ

マキ給付ではなく、保育所整備など緊急性の高い施設を優先させていただきたいと

思います。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

 多様な働き方等に対応した保育サービス等の子育て支援の基盤づくりのためには、

一定程度の効果的な財政投入が必要です。諸外国の家族政策関連支出は、我が国がＧ

ＤＰ比0.75％（2003年度。なお、2007年度の予算ベースの推計は0.83％）であるのに

対し、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン等では、概ねＧＤＰ比で2～3％を

投入しています。（ただし、フランスでは、国民負担率は6割以上、事業主が給与総額

の5.4％（給付総額の約50％に相当）を家族政策の財源として拠出） 

 なお、こうした一定程度の財政投入にあたっては、個別施策の実効性の検証、現物

給付と現金給付のバランスにも配慮した上で、実効ある家族政策を持続的に展開する

ための財源規模やその負担のあり方について、税制改革等の議論と並行して国民的議

論を行うことが必要です。また、近年、厳しい財政状況の中、子育て家庭の経済的負

担を軽減するため、以下のような経済的支援の取組を進めています。 

①出産前後の母親や胎児の健康確保等のため、 

  ・妊婦健診の公費負担の拡充（２回→５回／平成19年度より地方財政措置の拡充） 

 ②出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るため、 

  ・出産育児一時金を引き上げ（30万円→35万円／平成18年10月より） 

 ③産休中に労務に服さなかったことによる所得の喪失または減少を補うため、 

  ・出産手当金の引き上げ（標準報酬日額の６割→同３分の２／平成19年度より） 

 ④育児休業中の給付率の引き上げ（40％→50％／平成19年10月より） 

 ⑤幼児期に安心して医療を受けられるよう、医療費の自己負担軽減措置（３割のと

ころ２割に軽減）の対象年齢を３歳未満から義務教育就学前までに引き上げ（平

成20年度より） 

⑥児童手当についても、支給対象を「小学校３学年修了前」から「小学校修了前」

に引き上げ（平成 18 年度から）、乳幼児加算を創設して、３歳未満の手当額を、

出生順位にかかわらず一律月額１万円とする（平成 19 年度より） 

 近年、出生率が回復しているスウェーデンやフランスなどの家族政策をみると、90

年代以降、家族手当などの経済的支援から、育児休業や保育サービスの充実などの仕

事と子育ての両立支援に転換しており、我が国においても、経済的支援とワーク・ラ

イフ・バランスの推進をバランスよく組み合わせて取り組んでいくことが重要である

と考えています。 
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参加者からのご意見 ５ 

 

・産科医療について 

安心して出産できる確保について、安心して生める様な環境にしてほしい。（妊婦

の出産においてたらいまわしになるようなことはなくなりますように） 

・私は医師として働いていますが、医師不足には、女性の育児による休職も一因だと

思う。ワークシェアリングなど働きたい人が働ける環境をつくってもらいたい。又、

そういった制度は、男女問わず利用できる環境づくりをしてもらいたい。 

・助産師の活用。正常産は助産師にまかせる。 

・次年度から、母子検診を２回から５回にするように、地方自治体でも調整している

が、財政的な負担も大きい。その中でも、市町村もとりくもうとしているので、国

は、市町村ができない施策にとりくんでほしい。→特に周産期Ｃの創設など。 

・早産した本人（母）です。二度とくりかえしたくないため、市役所、保育所等に相

談（病院）してもたらいまわし状態だった。安心して病院をさがす環境整備を整え

てほしい。情報提供の場がほしい。 

・早産した子の父です。妊娠の救急について、事前にどの病院が早産ぎみの妊娠に対

して、ＮＩＣＵや高度医療に対応できるかを、公表あるいはネットワークを作って

ほしい。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 周産期医療ネットワーク事業は、リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療

が適切に提供されるよう、各都道府県において、周産期医療の中核となる総合周産

期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確

保などを目的とした事業です。 

  現在、周産期医療ネットワークは４２都道府県において整備されている状況であ

り、 

 ① まだ整備されていない県に対しては、早急な整備と整備されるまでの間の現行

体制での迅速かつ適切な医療の提供 

 ② 一方、既に整備されている県に対しては、現行体制の点検及びその充実を図る

取組 

を促しているところです。 

  さらに、未整備県の個別の事情を聴取し、整備に向けた取組、整備までの間の対

応などに関し、必要に応じて助言などを行っているところであり、こうした取組を

通じ、１９年度中の全県整備に向けて努力してまいります。 
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○ 産科・小児科を中心に医師不足が深刻な状況となっている中、地域に必要な医師

を確保していくことは喫緊の課題と認識しています。 

  平成１９年５月末に政府・与党において取りまとめた「緊急医師確保対策」を受

け、 

 ① 産科・小児科をはじめとする病院勤務医の過重労働の解消のための取組、 

 ② 院内助産所や助産師外来の整備に対する支援 

 ③ 医療リスクに対応できる支援体制の整備 

など予算、制度的見直し、医学部の暫定的定員増などを通じて、各般の施策を着実

に実施します。 

 

  その中で特に、産科や小児科に多い女性医師が出産・育児といったライフステー

ジに応じた就労が可能になるよう、 

① 平成１９年１月に設置した女性医師バンクのさらなる拡充による女性医師の

就業支援 

 ② 女性医師の復職研修を行う医療機関に対する支援 

 など、女性医師の働きやすい職場環境の整備に取り組んでいるところです。 

 

 

参加者からのご意見 ６ 

 

・ 精神疾患の母親に対する援助。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

 医療機関、保健福祉機関、地域などとのネットワーク・連携を強化し、精神疾患の

母親に対する援助について一層の推進を図って参ります。 

 

 

参加者からのご意見 ７ 

 

・子どもの量ではなく、「質」をあげることを通して、２０年後ニートやフリーター

が減少すれば、かなりの問題が是正されるはずです。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 
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担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 若者の雇用情勢について、フリーターの数は３年連続で減少するなど、改善の動

きが加速しています。しかしながら、就職活動の時期が新卒採用の特に厳しい時期、

いわゆる就職氷河期に当たり正社員となれず、フリーターにとどまっている若者

（年長フリーター）や、ニート状態にある若年無業者は依然として多く、こうした

若者に対する支援は重要と考えています。 

  このため、厚生労働省としては、平成１９年度において、改善が遅れている年長

フリーターの正規雇用化を支援するなど、「フリーター２５万人常用雇用化プラン」

を推進しています。ニート状態にあるなどの若者に対する支援としては、地域若者

サポートステーションを地方公共団体と協働で設置し、教育機関との連携を進める

など、早い段階からの支援に努めています。 

  また、若者が安易にフリーターになることを防止する観点から、早い段階からの

若者の職業意識の形成を支援することが重要と考えています。このため、厚生労働

省としては、主に高校生を対象に職場体験を行うジュニア・インターンシップ、企

業人等が学校を訪問し職業講話を行うキャリア探索プログラムなどに積極的に取

り組むとともに、若年者を中心に様々な職業体験等を通じて職業意識の効率的かつ

効果的な形成等を図るため、「私のしごと館」を運営しています。 

○ 教育の観点からも、フリーターやニートに関する問題については、学校教育を中

心に、勤労観・職業観を育成し、若者が明確な目的意識を持って就職できるように

することも重要な課題です。このため、改正教育基本法第２条第２号においては、

教育の目標の一つとして、「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度

を養う」ことが規定されました。 

具体的には、各学校において教育活動全体を通じて指導を行うとともに、キャリ

ア教育や職業教育等を推進しているところであり、今後とも積極的に取り組んでま

いります。 

 

 

参加者からのご意見 ８ 

 

・「何故子どもを生むのか」etc.生きていくうえでの哲学的な考え方が育成されてい

ない様に思う。（仏女性のコメントと関連して）、学校教育における「生物学」の必

修化の必要性を感じています。 

・長い時間をかけて、子供をもつより、自分の人生！！という人が増えてきたこと。

苦労はしたくないという人も増えたことなどが少子化につながっています。社会全

体ではぐくむという考え方を国民全体の考え方にするには、長い時間をかけて考え

方をかえなければならないのでは？と思います。現在の学校教育では、特に高校で

は大学に入るための教育しかしていませんが、人として成長する家族をもって社会
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を支える。そのために必要な教育を男女共通に行なうべきではないかでしょうか。

教育制度から変えなければ社会は変わらないと思います。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

学校教育において、子どもを生み、育てることの喜びや意義、生命や家庭の役割等

について教えることは重要です。 

具体的には、 

 ① 中学校技術・家庭科や高等学校家庭科では、家庭を築くことの重要性や、子ど

もを生み育てることの意義などについて指導 

 ② 小・中学校の道徳、理科、生活科では、自他の生命の尊重とともに生き物を愛

護する態度、思いやりの心などを身に付けさせるよう指導 

 ③ 家庭科や特別活動等を通じて、幼稚園や保育所等で乳幼児との触れ合いや交流

の機会をもつことを重視 

することとしています。 

 なお、以上の内容については、男女共通に指導するようになっています。 

 

 

参加者からのご意見 ９ 

 

・もし、この重点事項が、後期の次世代育成行動計画に反映されるのであれば、この

策定を熟知した人間をアドバイザーとして各自治体に配属してほしいと思います。

上に言われたから仕方なく作るような計画は全く意味もありませんし、まして担当

職が３年くらいで異動となれば、大臣の想いは継続される事が困難と思われます。

とにかく地方の取り組みが少しでも早くなるためには、中央で決まったことを伝え

られる人間が必要なのです。 

・大企業では制度を整えるだけで、一服した感がある。運用面で実際の活用ができて

いるのか、目標と達成度の開示が必要だと思う。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 重点戦略の内容が各自治体の後期行動計画に反映されるよう、今後、国は、後期

行動計画策定に係る指針・手引きを作成・配付したり、全国会議や通知により周知

するなど、自治体の行動計画策定の支援をしていくことにしています。 
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  なお、各自治体が行動計画を策定する際には、住民に対して、公聴会、懇談会、

説明会などを開催し、計画策定に関する情報を提供したり、意見を幅広く聴き、計

画に反映させる必要があることを法律や指針で定めています。 

  また、自治体では、地域の特性、利用者のニーズ、サービス提供の現状、サービ

ス資源の状況などを分析して、計画を策定することが必要であるため、必要に応じ

調査を実施しています。 

  また、例として、行政、事業主、地域活動団体、教育関係者などを構成員とした

協議会などをつくり、計画策定に関する検討などを行っています。 

 

○ 企業の従業員に対する両立支援の取組を進めるため、次世代法に基づき、大企業

（従業員規模３０１人以上）については、一般事業主行動計画を策定・届出し、そ

れぞれの企業における目標を立てて両立支援の取組を行うことが義務とされてお

り、また、当該計画の目標を達成したことなど一定の基準を満たした企業は認定を

受けることができます。また、企業の両立支援の取組状況については、サイト「両

立支援のひろば」において、一般事業主行動計画の自主的な公表を進めるとともに、

企業における仕事と家庭の両立のしやすさを示す「両立指標」を活用し、企業が両

立支援の取組について、その進展度を自己診断することを進めています。 

  さらに、育児休業などの両立支援制度が整備されても、職場への迷惑がかかるた

め制度を利用できないと感じたり、制度を利用しにくい雰囲気があると感じている

労働者が多く、両立支援制度を利用しやすい職場風土に向けた取組が必要となって

います。 

  このため、厚生労働省では、平成１９年度に、職場風土改革に計画的に取り組み、

成果をあげた事業主に対して助成金を支給する制度を創設したところです。 

 

 

参加者からのご意見１０ 

 

・ 保育園、学校の１クラスの人数の削減を→外国に比べて１クラスの人数が多くて

いねいな保育、教育ができない。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

（保育について） 

保育所については、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活

水準を確保する観点から、児童福祉施設最低基準において、０歳児３人に対して保

育士１人、１・２歳児６人に対し保育士１人、３歳児２０人に対し保育士１人、４
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歳以上児３０人に対して保育士１人という職員配置基準を定めています。 

実際のクラスの編成について、具体的な基準を設けているわけではありません

が、児童の発達の状況に応じて、各保育所において適切に対応されているものと考

えております。 

 

（学校について） 

学級編制については、昭和 33 年の義務標準法制定以来、昭和 34 年からこれま

で数次にわたる教職員定数改善計画の結果、「すし詰め学級」と呼ばれてきた教育

環境を改善して平成3年にようやく40人学級が全国すべての学校で実現しました。 

一方、近年の社会や児童生徒の変化により、不登校や生徒指導の問題、さらに学

習だけでなく生活・人間関係づくりなども含め、学級に基づく集団生活・指導にな

じめない児童生徒が増えてきています。     

また、これまでの学級を中心とした集団一斉指導などの指導形態や指導方法さら

にこれを支える指導組織が画一的なものとなりがちであるため、学校が子どもたち

の実態や地域の実情に応じた特色ある教育活動を推進しようとしても必ずしも容

易ではない状況もみられるようになっています。 

このため、平成 5 年度からの第６次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画

(12 年度までの 5 ヵ年計画)では学校においてティーム・ティーチング(複数教員

による協力的指導)等が行われるよう、多様な教育活動の推進に必要な教職員配

置を進めました。さらに平成 13 年度からの第７次公立義務教育諸学校教職員定数

改善計画（17 年度までの 5ヵ年計画）では、児童生徒の「生きる力」を育むために

はきめ細かな指導が必要との考えの下、多様な指導形態や指導方法の導入を目指

し、学級単位での学習指導だけではない学習集団単位での弾力的な指導を可能と

し、これまでのティーム・ティーチングに加え、習熟度別授業や教科等に応じた 20

人程度の少人数指導ができるようになっています。 

また、学級編制については、平成 13 年度から地域の実情に応じた弾力的な運

用が可能となってきており、一部の学年で実施しているものを含め、19 年度に

おいては東京都を除く46道府県で40人を下回る少人数学級編制を実施していま

す。 

地域、学校、学年ごとに抱える課題や状況もそれぞれ異なっていることなどから、

学級編制の標準を全国一律に引き下げるという画一的な取組みではなく、地域や学

校の実情に合わせた柔軟な取組みを可能としつつ、これまで進めてきた少人数教育

を一層充実させることが効果的であると考えています。 

 

 

参加者からのご意見１１  

 

・障害者権利条約に目を向けて欲しい。障害を持った子供達に支援して下さい。 
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・どこに住んでも、安心して子育てが出来ない。一般教育を望んで、いじめを受ける

ケースが多い。 

・誰もが健常の子供についてだけ語っていたように思います。障害児の育ちについて

も考えてほしいと思います。 

・「ニート、若者の自立に向けた支援」の対策の中で、現場レベルでは、かなりの数

で発達障害、精神障害の方達が入ってきている。このことをニート問題の中では、

分けて考えなければ本当の解決にはつながらない。 

・障害児を産むと、親は仕事をしたくても、仕事ができない。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 障害者自立支援法に基づき、障害を持った児童に対する福祉サービスの充実を図

っているところです。 

 

○ ニート状態の者をはじめとする若者自立支援においては、若者のさまざまな状況

に対応するため、発達障害や精神障害の方が相談に訪れた場合には、保健・福祉機

関に紹介するなど、地域における各専門機関と連携を図っています。 

 

○ 保育所は、保護者が就労・疾病等の理由により就学前の児童を保育することがで

きない場合に利用可能となりますが、保育所においても、集団生活が可能な障害

児については他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう対応しているとこ

ろです。 

 

 
参加者からのご意見 １２  

 

・こんにちは赤ちゃん事業について意見があります。 

私は助産師です。昨日、埼玉県では、県母性衛生学会がありました。産婦人科の多

くは仕事に忙しく、助産師も同じく参加することができない方が多いです。性教育

の報告で高校生の学びたいことのトップは「結婚」についてでした。今、お産が集

中し入院中に育児技術を学ぶことはできません（時間がありません）。こんにちは

赤ちゃん事業はぜひ、まず専門職の訪問そして、地球のサポートという考えをもっ

てほしいです。１０月以内の母はパジャマであり、身だしなみはボロボロです。そ

こに男性の民生委員が行き、対応したところ、虐待として通報されたそうです。 

一方、助産師としては、アポをとり、自費で交通費を払い訪問し、１件１０００円

～１５００円にしかなりません。訪問を仕事として考えることはできません。赤ち
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ゃん事業が専門職との出会のかけ橋となる事業になるように考えて下さい。何年も

陳情しても、具体的になりません。 

・「こんにちは赤ちゃん」の事業（１ヶ月検診や３ヶ月検診など間に合うと思います。）

にそれほどコストをかけるメリットはあるのでしょうか。待機児童を減らすことや、

ＮＩＣＵの拡充など、もっと重要な政策があると思います。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 生後４か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）は、乳児のいる家庭

と地域とを結ぶ最初の機会として、保健師・助産師等の専門職の他、母子保健推進

員、愛育班員等の幅広い人材を活用しつつ、これらの者が必要な研修を行った上で

家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供を行うとともに養育環境を把握し、支

援が必要な家庭に対しては、育児技術の指導や専門的ケアなどを行う育児支援家庭

訪問事業等につなぐこととしています。本事業は市町村が実施する事業であるため、

訪問者やその報酬等は、地域の実情に応じて各市町村で決定し、設定されていると

ころですが、国としては、専門職の方々には、訪問はもとより、訪問者の指導、訪

問結果のアセスメント、継続支援等においても役割を発揮していただきたいと考え

ております。 

  児童虐待により死亡した子どものうち、約４割が０歳児であり、さらにそのうち

の7割が４か月未満であったこと等から、産後早期に家庭訪問による支援を行い、

ひいては虐待の予防につなげることは、虐待防止のみならず広く子育て支援として

意義のある事業と考えております。 

 

 
参加者からのご意見１３  

 

・男性の育児休暇取得義務、付与義務を法制化すべき！！→実現性についてＷＥＢ回

答お願いします。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 育児・介護休業法においては、男性も申し出ることにより育児休業を取得するこ

とができます。一方で、男性の育児休業の取得が進んでいない理由として、このよ

うな法制度に関する理解不足や、職場で制度が利用しにくい雰囲気があることが原
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因であると考えられます。 

  このため、厚生労働省では、男性も育児休業を取得できることを周知することや、

両立支援の取組を進めた企業が取得できる次世代法の認定の基準に「男性の育児休

業取得実績」を盛り込んだこと、男性の育児参加促進に取り組む企業に助成金を支

給するなどの施策を通じ、男性の育児休業取得促進に取り組んでいるところです。 

 また、現在、厚生労働省において、「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究

会」を開催し、育児・介護休業制度を中心とする仕事と家庭の両立を容易にするた

めの更なる方策等について検討を行っているところであり、この中で、男性の仕事

と家庭の両立支援策についても検討する予定です。 

 

 
参加者からのご意見１４  

 

・今日は子どもの虐待防止についての意見はありませんでしたが、虐待をうけた子ど

もの入所している施設の職員配置基準の見直しを是非検討して下さい。約３０年見

直してないです。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

○ 社会的養護体制の拡充については、「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委

員会」において、御議論いただいたところです。 

  その中で、施設に入所している子ども等の抱える背景が多様化・複雑化する中、

心理的ケアや治療を必要とする子どもの状態や年齢に応じたケア体制にすること

が必要だと言われています。 

  ただし、児童養護施設等における職員配置基準等も含め施設機能の見直しについ

ては、必要な財源の確保が不可欠であるとともに、施設の実態を詳細に把握する必

要があることから、施設の実態やケアのあり方について、研究・調査を実施した上

で、具体化に向けた検討をさらに進める必要があるとのご意見をいただいたところ

です。 

  厚生労働省としても、これを踏まえ、十分検討してまいりたいと考えています。 

 

 

 
参加者からのご意見１５  

 

・パンフレット「子育てを支える「家族・地域のきずな」」Ｐ７．（ゥ）。幼稚園～前 
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 頭葉が発展。（保育園でも同様だと思う。）保育者として当然の注意義務は払ってい

るが、怖れてという状態ではない。 

・夫が「協力」してくれる、という言葉はおかしい。自分の子なのでもっと自覚を促

すＣＭを流して下さい。 

 

＜回答＞ 

府省庁名：内閣府 

担当局・課名：共生社会政策統括官付 少子・高齢化対策第１担当 

 

【パンフレットについて】 

・会場で配布したパンフレット「子育てを支える『家族・地域のきずな』」では、子

育てには家族や地域との触れ合いがいかに重要かを、最新の医学的、科学的研究成果

等も踏まえて、分かりやすく紹介しています。家族には様々なかたちがあり、家族や

地域についての考え方も一人ひとり違うものです。ご指摘の点に関しましては、小児

科医、幼稚園医として現場の状況に触れてのものであり、あわせて、これまでの研究

成果等に基づき、人との触れ合いの重要性について述べているものです。 

 

【広報について】 

・少子化が急速に進行し、家族や地域のきずなが弱くなっている中で、働き方の改革

や地域の子育て支援策の推進など、子どもと家族を応援する施策の拡充を進めていま

すが、これにあわせて、生命を次代に伝え育んでいくことや家族の大切さ、家族を支

える地域の力が国民意識の中や社会の中で再認識されるよう、平成１９年度から、社

会の意識改革のための国民運動（家族・地域のきずなを再生する国民運動）を展開す

ることとしました。子育てを支える「家族・地域のきずな」の重要性について国民一

人ひとりの理解促進のため、各地での大会の開催や広報・啓発活動等を行っていくこ

ととしています。 

 

 

 

 

 


