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「暮らしの質」向上検討会第２分科会（第１回） 議事要旨 

 

１． 日 時：平成27年２月２日（月） 13:30～15:30 

 

２． 場 所：内閣府本府庁舎３階特別会議室 

 

３． 出席者： 

○委員（50 音順） 

有川委員、石田委員、門倉委員、高島委員、宮原委員 

 

○政務 

越智政務官 

 

○事務局 

（すべての女性が輝く社会づくり推進室等） 

別府次長、華房次長、向井次長、岡本次長、田中参事官、小八木参事官、水

本企画官 

 

４． 議事次第 

（１） 開会 

（２） 越智政務官挨拶 

（３） 今後の進め方、優先的課題・論点について 

（４） 閉会 

 

５． 議事の経過 

（１） 開会 

別府次長の司会により開会。 

 

（２） 越智政務官挨拶 

本分科会の取り扱うテーマは、「ネットワーク」である。問題や課題を抱え

た女性に対する情報提供のネットワーク、家族や職場、地域における支え合い

のネットワーク。いずれも、女性の「暮らしの質」を向上させていくために不

可欠の要素である。委員の皆様方においては、本日をキックオフとして、短期

間での検討をお願いすることになる。これまでの検討会でも御議論があったが、

優先的課題を絞って頂き、目に見える成果を出していきたいと思うので、ぜひ

とも忌憚のない御意見をいただきますよう、よろしくお願い申し上げる。 



 

2 

 

（３）今後の進め方、優先的課題・論点について 

別府次長より、分科会長について、検討会本体の座長も務めていただいてい

る宮原委員とすることを報告。以後、宮原会長の司会により議事進行。 

事務局から、資料１により分科会の委員の構成を、資料２により今後の検討

会の進め方及び各分科会のテーマを、資料３及び資料４により本分科会で優先

的に扱う課題や今後の議論の進め方を説明。その後質疑応答。主なやりとりは

次の通り。 

 

○石田委員 

 周知方法や情報提供の仕方について御説明いただいたが、それだけではなく

て、本当に困っている人へのアプローチという意味では、「待ちの姿勢」では

ないプッシュ型のターゲティングの仕方について議論を進めるべきと思ってい

る。 

 私自身インターネット業界に10年以上いるが、自分が伝えたい情報を発信す

るということは比較的簡単で、それを本当に知ってほしい人に知ってもらうと

いう状態を構築するのは非常に難しいと痛感している。情報を欲している人に

ピンポイントでリーチをしていく手法について検討したい。 

 また、何か困ったとき、課題を感じているときに、一つ一つの事象や課題に

対して、それぞれ調べる、それぞれ検索するみたいなことが非常に手間である。 

 何か一つの場所に網羅性の高い情報を集約をしておくイメージであり、まさ

に神奈川県のホームページのような事例だと思うが、本当に身近に困っている

人がいたときに、どこどこに相談してみれば、どこどこを見てみればみたいな

共通用語が世間一般に浸透していくということが理想。 

 

○有川委員 

どうして支え合いが必要か。数十年前は家、家庭、会社というところに属せ

ば助けてもらえるものだったと思うが、社会構造が変わってきて、地域、家庭、

親戚、会社、それぞれのつながりが分断されてきた。 

 昔の世界、昭和の世界に帰ろうと思っても、それはもう面倒くさいし、難し

い。人々の間ではつながりたくないという気持ちもある一方、やはりつながり

たいという気持ちもある。困ったときには助けてもらいたい。自分も何かした

い。 

 特に今60歳以降の方々というのは本当に元気で、何か社会のためにしたいと

いう気持ちが強いと思う。 
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 これからは必要なときに必要な人とつながるという関係が必要になってくる。

それを提供していくことやマッチングが、国、地方公共団体、企業などいろい

ろなところでやっていくことだと思う。 

 かつての時代の、とりあえず生きていて何かに属していれば安心だというと

ころから、誰とつながればうまくいくのか、どこに行けばうまくいくのかと信

頼でつながっていく社会になってきている。 

 支え合いと情報提供の問題というのは、周りの人たちにちょっと気をかける、

周りの人たちに興味を持つなど、つながりをつくっていけば同じように解決で

きる問題ではないかと思っている。今、日本全体が別のベクトルの方向に向か

っている。自分のことをとりあえずやろうと、周りの人には余り関心が行かな

い方向に向かっているのを、少しずつつながりをつくっていくことで、くい止

めなければいけないと思う。 

 もしそれができれば、周囲の人から情報提供ができたり、「大丈夫？」と周

りの人たちに関心を持つ社会になっていくので、つながりをつくることが重要

だと思う。 

 必要なところに必要な情報や人を提供するということでいえば、１つのアイ

デアとしてボランティアというのがあるかと思うが、ボランティアをやりたい

人はとても多いと思う。 

 ボランティアで元気になる人もいる。これを実践しているのが私が４年間住

んでいた台湾で、まさにボランティア社会である。若い人も、高校時代、大学

時代にボランティアを１年間病院などでした経験が就職のときに有利になり、

いろいろな職場体験ということでも活用されている。高齢者の方で目的を失っ

た方々がボランティアをすることによって元気になったり、これまでの知識を

提供して、充実した老後が送れるということで、至るところにボランティアが

いる。 

 東京オリンピックもこれからあるので、ただ傍観しているのではなくて、自

分も中に入って楽しもう、自分も一緒に社会の中に入っていこうという意識改

革というのを、大きな枠組みであるけれども、できないかなと思っている。 

 ボランティアに関連して、今、先輩が後輩に教えるような寺小屋的なものが

日本全国のあちこちで出てきている。 

 今、働く女性に向けて女性リーダーとか女性の仕事術などを書いているが、

会社がなかなかできない部分を、会社の枠組みを外して個人的に先輩から後輩

に教える場所が出来てきており、そういった場所を国全体でバックアップして

いったり、例えば日本の伝統を伝えるとか、先輩のお母さんたちが後輩のお母

さんたちに子育てを教えるとか、寺小屋的な仕組みができないかなと考えたと

ころである。 
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○門倉委員 

やはりインターネットというのは特別な情報を探すためには非常にいい手段

で、私の仕事はドイツ関連などの情報発信をしているけれども、驚くぐらいに

そこにピンポイントのいろいろな方がいろいろなメールをくださる。いろいろ

な相談なり、いろいろなことを書いてきてくれるので、インターネットを上手

に利用すれば、特殊な悩みを持った方がうまく集められるのではないかという

気がする。 

 労働時間について、ドイツ人も非常に勤勉で仕事は一生懸命する国民だが、

週末は働かない。年間６週間は休みをとる。これはみんなの権利であって、人

間の健康のために何よりも大切なことだと考えている国民である。 

 どこが違うのか、私も何年かドイツで学校に行ったが、非常に記憶に残って

いる言葉が「エマンシパチオン、エマンシペーション（emancipation（解放））」

である。学校では男の子も女の子もそうだが、今は自由にいろいろなことがで

きるのだけれども、意識の中、気持ちの中の解放を自分で勝ち得なければいけ

ないというようなことをいつも教わっていたので、若いとき、中学生ぐらいの

ときのいろいろな意味で教育、意識づくりも大切なのかなと思う。 

 

○宮原会長 

 整理すると、石田委員からは、御自身がディレクトリー型の仕事をされてい

るということで、困っている人にプッシュ型で進めるべきではないかという意

見、有川委員からは、なぜ支え合いが必要なのかという、そもそも分科会を進

めるに当たっての大前提のお話、門倉委員からは、インターネットの話、ある

いはドイツに比べてのお話もあった。 

 なぜこんなに地域のつながりが希薄になったのか。弊社では某自治体の子育

て調査の受託をしているが、昔みたいに近所で子供たちが遊んだりすることが

少なくなり、また認証保育などを新しく建てると、子供の声がうるさいと言わ

れたり裁判になったりする時代だ。東京都は子供の声は騒音ではないというこ

とを条例で定めたらしいが、子育て家庭、特に子供については、元気で騒いで

いることはほほ笑ましいことで、本当は雑音ではなくてあるべき姿なのだろう

が、私たちが子供のころに比べ理解のない方々がだんだん増えてきているとい

うこともある。 

 そういう意味では、特に東京の子育てはどんどん孤立して、特に地方から出

てきますと、親御さんが近くにおらず、どうしても夫婦のみで子育てしなくて

はいけない。 
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 肝心の夫は長時間労働で、男性の育休取得率は２％ぐらいだ。私は育児休業

を取ったが、なかなか世間一般では広がらない。その理由が、先ほど事務局の

資料にあったように、業務が多忙だとか、ほかの人に迷惑をかけてしまうとか、

ここにはないが、出世に響くとか様々だ。このあたりが解消すべき点なのかな

と思う。 

 優先的課題という意味では、DVも含めて本当に支援が必要な方にスポットを

当てて議論を進めていきたいと思うが、特に子育て中も、一番支援が必要かな

という気がしているが、そのあたりはどうか。 

 

○石田委員 

 子育てをしている方の支援については、民間ではいろいろな会社が台頭して

きていて、私が事業でやっているクラウドソーシングというような、時間や場

所にとらわれずにいつでもどこでも働けるという労働の機会を提供している会

社もあれば、地域のママさんたちがお互いに助け合うサービスを提供している

会社もある。また、コワーキングスペースを提供し、更にそこに託児所をつけ

るというサービス展開をしている企業が出てきたり、様々なビジネス展開が行

われている。 

民間企業の子育て支援における事業展開や女性の社会進出などは国でバック

アップできると考えており、このテーマについてもぜひ議論を進めたいと考え

ている。 

 

○宮原会長 

 そういう意味では、子育て家庭には、企業側のことも大事だが、やはり企業

と地域みたいに両方で支え合って、個人も働きたいという要望があるのに働け

ないというところの障害を取り除いていただけるような自治体の役割が重要に

なってくるかなと思う。 

 

○有川委員 

児童高齢者交流プラザは、学校帰りの子供たちが宿題をやったり、体育館で

運動したり、高齢者が囲碁とかをやっている場所でもあり、一緒に卓球をやっ

たりしているが、そういった場所を増やしていくというのも一つの方法かなと

も思う。 

 世田谷区だったと思うが、ある大学を定年された先生が、「じじいの家」と

いう看板を立てて、誰でも来ていいよということをされていた。１週間に１回、

カレーをお昼につくるので200円頂戴と言って、次から次にお母さんたちがやっ
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てきて、お母さんたちも１日おしゃべりしたり、子供が「じいちゃん、じいち

ゃん」と言って、じいちゃんの取り合いになっていた。 

 世田谷区はわりと保育ママのマッチングをやっているが、地域によって格差

がある。広く見渡せる場所というか、機関というのはあるか。 

 

○田中推進室参事官 

そういう自治体で取り組んでいる例というのはやはり全国結構あるようだが、

事例集という形で見渡すことはできると思うけれども、津々浦々まで見渡すよ

うな仕組みにはなっていないと思う。 

 事例としてこんなものがありますよというのは把握していると思うけれども、

本当にそれが全部かというと、そういうことではないのかなと思う。一応、好

事例的なものは把握していると思う。 

 

○有川委員 

ある部分ではこういうものがあって本当にすごく助かるというところがあり、

ある部分では本当に誰も見てくれなくて困るという人たちがいたりして、全体

的にわかるような仕組みづくりができないかなと思う。 

 

○宮原分科会長 

 先ほど石田委員がおっしゃっていたようなお母さん方の助け合うサービスと

いうのは、私もよく存じ上げているが、横浜に「AsMama」という会員制のサー

ビスがあり、働くお母さん方が、例えば子供が熱を出したというと、スマホで

誰かにヘルプを出す。知り合いの人が迎えに行ったり、知らない人にお願いす

るのではなくて、お母さん同士がお見知りおきある方にこんなサービスをする

ようなものがNPOとして存在している。 

 先ほどお話があったのは、もしかしたらフィンランドにある「ネウボラ

（neuvola）」などが、相談窓口みたいな形で世田谷区とか三重県とか、幾つか

の自治体でそういったサービスを提供して、子供の悩みとか、夫が遅くまで帰

ってこないとか、いろいろ相談窓口をつくっているようなところがある。しか

し、それは全国一律ではなくて、やはり自治体によって積極的にやるところも

あれば、余り積極的ではないところもあるのかなと思う。 

 

○有川委員 

 ある程度のむらがあるのは仕方のないことかもしれない。 

 

○宮原分科会長 



 

7 

 

 国民的な意識の醸成という意味では、そこが全国で取り上げてほしいなとい

うところでもある。 

 高齢者のシルバーボランティアに関しては、確かちょうど今年は団塊の世代

が全て65歳以上になる年で、私の知っているところでは、東村山市では地域で

NPOが集まり、60歳以上のお年寄りを集め、どうやって残りの10万時間を使うか、

ぜひ皆さんも地域に貢献しませんかということを紹介している。 

 防犯でもいいし、子供の送り迎えの時などに黄色い旗を持って信号機のとこ

ろに立っているだけでもいいから、定年後の私たちの力をもっと地域に生かし

ていこうという取組である。定年後に、永住の地というか、御自身の近くのと

ころで貢献できないかなというところが立ち上がってきている。その様なもの

に基礎自治体が助成するとか、地道な仕組みが広がっていけばいい。その様な

事例はどうか。基礎自治体の方の事例はあるか。 

 

○田中推進室参事官  

 ある程度は把握していると思うが、先ほどの通り、それが網羅的かどうかと

いうのは若干怪しい。 

 先ほどネウボラのお話が出たが「子育て世代包括支援センター」いう名前に

なっているが、ちょうどこの日本版のネウボラが今年度の補正予算案に入って

おり、まだ予算は成立していないが、来年度からこれも予算事業として徐々に

展開をして、全国津々浦々ではなくて、主な市町村から始めていくということ

になっている。 

 

○宮原分科会長 

 そうですね。国でそういういい事例がまとまったものが内閣府のホームペー

ジとかに出ると、もしかしたら、それに追従するような基礎自治体が出てくる

のではないかなと思う。 

 

○門倉委員 

 日本でできることなのかどうかわからないが、ドイツには「ターゲス・ムタ

（Tages Mutter）」という制度がある。「ターゲス（Tages）」は日中、「ムタ

（Mutter）」はお母さんで「日中のお母さん」という意味だが、働くお母さん

もいれば、別に働かないでお家で子育てしたい女性もいるので、そういった人

たちを組み合わせて、子供は学校が終わったら「ターゲス・ムタ」のほうに帰

って、お母さんの子供たちと一緒におやつを食べたり、本当のお母さんが遅く

なれば夕食も食べて、お風呂も入ったりして、本当のお母さんはそこに迎えに
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行くという制度が非常に充実していて、毎日同じところに帰るので、なかなか

いいなと思う。 

 

○宮原分科会長 

 支え合いという意味ではどうか。アンケートでもあったが、ページでいうと

資料４の５ページ目の「子育て中の人々に対する周囲や社会の印象」で、特に

石田委員は子育て中ということもあり「社会全体が妊娠や子育てに無関心・冷

たい」が36％ぐらいとか、あるいは「社会から隔絶され、自分が孤立している

ように感じる」とか「不安や悩みを打ち明けたり、相談する相手がいない」な

どということがアンケート上では非常に上位を占めているが、このあたりの解

決など何かお感じになることがあれば。 

 

○石田委員 

 私自身は、性格的に不安を一人で抱えたり、打ち明ける相手がいないという

ことはあまりないが、支え合いというテーマにおいては、男性の育児参加を深

めるための支え合いもあるし、地域とか職場の意識改革における支え合いとい

うのもあるし、場合によっては生活スタイルを変革することによっての支え合

いもあるし、女性の社会進出における支え合いもあるし、さまざまある。 

 私も企業に所属しているので、多様な勤務体系を企業が積極的に導入してい

くことでの支え合いというのは、非常にマジョリティーというか、大きな議題

になるのかなとは思っていて、ワークスタイルの多様化だったり、ワークスタ

イルの先進的な事例づくりとか、企業の意識改革を推進していくことによって、

支え合いが果たせる役割が多分にあるのかなと考えている。多様な勤務体系の

導入みたいなところも一つ議論の軸に入ってくると、非常に深みが出てくるの

ではないか。 

 

○宮原分科会長 

 多様な勤務形態という企業側の話について。８ページに「男性が育児休業を

取得しなかった理由」が出ており、私が企業のコンサルティングをしている中

で、取れない理由の筆頭がこういったところで、取ると出世に響くとか、男性

が子育てなんて、奥さんがいるではないかという話がある。まだ女性が結婚、

出産をして会社を去っている人たちが６割ぐらいいるような世の中である。 

 ある調査によると、子育て世代の女性がOECD並みに働けば日本のGDPが１～２

割上がるというデータも出ており、その根幹にあるのは日本の年金制度という

か、まだ専業主婦がそういったメリットを享受しているのではないかという議

論もある。 
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 いずれにしても、これから財政も厳しくなっていくので、女性が育児、出産

を経ても働き続ける「スウェーデン型」とよく言われる社会を目指すような方

向がいいのではないかと考える。 

 そのためにハードルが高いのが、男性がほとんど育児にタッチしてくれない

ところで、ここにはないが、35歳以上の男性の家事・育児時間というのは、育

児・家事がそれぞれ１日30分、両方合わせて１日１時間。これはスウェーデン

やフランスの３時間から比べると、圧倒的に男性の家事・育児時間が少なく、

その理由がここにある長時間労働ということなので、それらを企業とか、ある

いは上司だとか、求められているほうが意識を持つべきだというのが「イクメ

ンプロジェクト」とか、「イクボス」というプロジェクトで改革を進めていこ

うではないかというような風潮である。田中参事官のほうで、厚労省のこうい

った動きとか、もし何かあれば情報提供なんていうのも、そちらあたりはどう

か。 

 

○田中推進室参事官 

 厚労省あるいは内閣府でもさまざまな取り組みをやっており、またそれはヒ

アリングのときに御紹介してもらえるように先方には頼んでおく。 

 

○宮原分科会長 

 もしかしたら、まだ役所もそうかもしれないが、私が現場でコンサルをして

いると、長時間会社にいることが会社に対する美徳とか、忠誠心とか、長くい

るほど仕事熱心だとか、あいつは本当にやる気があって熱心だとか、早く帰る

人は、あいつは会社の仕事を放ってすぐ帰りやがってみたいな帰りにくい雰囲

気をまだ感じる。 

 恐らく短時間勤務の女性も、帰るときに少し後ろめたい気持ちで「お先に失

礼します」と小さい声で背中を丸めて帰っているようなシーンがあるのではな

いかなと思うが、どうか。 

 

○石田委員 

 私もフルタイムで働いているが、９～18時で勤務をしており、一応社長とい

う立場なのであるが、18時になるとこそっと帰るというのが毎日続いている。 

 男性は特にそうで、サイバーエージェントの中でも育児休暇を男性が取得し

ている事例というのは、ないわけではないが、少ないのが実態。 

 女性の管理職30％目標に合わせて、当社もその数字に近づこうという形で対

策を講じている。実態としては女性の管理職は20数％。多分これは一般企業か

ら比べてもかなり高い。 
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 しかもIT企業においては非常に突出しているという状況で、もちろん数字目

標が全てではないが、いわゆるKPIというか、指標が少なくともあったほうが、

会社全体の取り組む姿勢というか、取り組みやすさみたいなものが出てくるの

も事実。 

ご説明にあった「イクボス」とか「イクメン」などの何かしらの数値目標に

対して、そこに引き上げるまでに企業努力をちゃんとしていく姿勢を各企業が

打ち出していくということも重要だと考えている。 

 

○宮原分科会長 

 もしかしたら、それが次世代育成法の「くるみんマーク」なのかもしれない

が、女性活躍という意味では、拘束力というか、特に大企業のインフラ系の電

気やガスでは非常に少ないので、どんどん啓蒙して引っ張っていく必要がある

だろう。 

 

○小八木推進室参事官 

 役所の男性のワークスタイルは、世代によって考え方が違う。若い人は、我々

の世代よりも育児休暇を取る人も結構出てきており、私は平成５年に入局した

が、私の同期ぐらいからそういう人も出てきて、若い人たちは、余り違和感な

く取っているなと思う。 

 ワークライフ・バランスのどらをたたいてから多分もう10年近くたっている

と思うが、ようやく主流化してきつつあるなと思う。 

 特に国のリーダーである安倍総理が30％というのを掲げて、掲げられた当時

は国ではなくて民間企業のほうで、それは本当にできるのかという声もかなり

あったが、その後、人事でも、そういうものを立てることによって、現実に次

は何をしなければいけないのか、働き方の見直しとか、何をしないといけない

のかということに頭が行く。 

 最近いろいろな企業の人の話を聞いていても、取り組みやすい社内の空気が

できるという効果はあろうかと思うし、役所でも何か計画を立ててやっていこ

うという機運も生まれてきているので、そういったことを効果的に進めるとい

うところではいいのかなと思う。 

 国会に「女性の活躍法案」というものを出そうということになっているので、

その中で、何らかの数値を設けてうまく各事業主のほうで取り組んでいくとい

うことが予定されており、まさに先ほどおっしゃったようなところとマッチン

グしてくるのかなと考えている。 

 

○華房推進室次長  
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 私は以前、大企業の研究所で勤務をしており、家が車で通えるぐらいでわり

と近かった。もともと入ってからモバイルやパソコンを持ち歩いてワークも常

にできてということで、時間がどうのとかではなく、本当に成果を出していく

ということが入ってからずっとというような形だった。 

 私は働いているから小学校のPTAの役員ができないというのは言いたくなく、

そういうこともきちんとやっていきたいと思っていたので、例えば役員をやっ

ているときには、中抜けして実験を午前中にやって、午後一で打ち合わせをし

て、戻ってまた実験を始めたり、会議をするということをしていた。 

 なかなか体力的には厳しいが、そのようにできたほうが自分のモチベーショ

ンが上がるというか、やりたいことがやれる状況にないことのほうが、どれも

きちんとやっていきたいという思いをできるだけ達成できるほうが体にもいい

というか、多様な働き方ということでそういうことが少しでも可能になるので

あれば、選ぶことができるということはすごく重要なのだなと思っている。 

 研究所なので中で結婚されている方も結構多いが、奥さんと旦那さんで奥さ

んが早く育休を取って、旦那さんもいる前で「早く奥さんに出てもらって、お

まえが育休を取れよ」みたいな感じで結構とっちめて、旦那さんのほうが休ん

で奥さんが出てきたりとか、奥さんのほうが優秀だからもっと働いてもらった

りとか、すごく自然に取る形になってきている。 

 本社の意識も変えなければということで、19時に自分のカードで出られなく

なるようになっており、一応、19時に帰れということを基本に、もちろん仕事

があると申請すれば残ることはできるが、意識づけということで出られなくな

るように変えたというのが一つある。 

 そうすると、ライフスタイルがだんだん変わってくるというか、朝型になる

こともあるし、そこまでにやらなければいけないという意識もあるし、誰かに

出してもらおうとしたら出してもらえるが、そういうことをすること自体が一

つの試みなのかなと思っている。 

 

○宮原会長  

今、企業の働き方にかなり話が集中しているが、学生時代はどちらが優秀か

というと、女性のほうがかなり優秀で、採用では、優秀な順からとるとほとん

どが女性になってしまうというほど今は大学生のレベルが上がっているという

ことだが、それが企業に入った途端、男性の中でもまれて、特に結婚、出産を

すると、勤務できない理由の筆頭が、今までどおり長時間労働できないという

ことでやめてしまう。 

 これは働き方の見直しをどんどん進めていくべきということで、一つ私があ

る企業で進めているものが「カエル札」というもの。朝来たときに机の上にこ
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ういうものを置いたりとか、ホワイトボードに今日は定時で帰りますと。これ

が磁石になっているのだが、定時とか、これがちょうど22時とか19時になった

ようなステッカーみたいなもので、朝来て私は後ろがちゃんとありますよ、今

日は定時で帰りますよということを明言する。 

 早く帰ると仕事をしていないという後ろめたさがこれで少しなくなるという

ことが結構あったので、独身の人も「私は今日、予定があるから定時で帰りま

す」とできる。別に定時で帰っても全く悪いことでも何でもないが、早く帰る

とちょっと仕事が足りないのではないかとか、もう少し仕事を振ってやろうか

とか、日本はどうしても嫉妬の文化みたいなものがあるので、そういった職場

風土も徐々に変えていくべき。 

  

 

○高島委員  

 当社はずっとママを対象としたサービスを展開しているので、ママを雇用し

続けるということは、事業にとっても非常に重要なことだと思ってやっている。 

 ママを支えていく風土というのも大事だが、同時に、ママを支えている人が

評価される仕組みが大事である。 

 ママは、どうしても子供が病気になってしまったとかいうことがあって仕事

に穴をあけるということがあると思うが、穴のあいた部分をカバーする人をち

ゃんと評価していくことができると、ママ側が悪いなと思わないで済む。その

分、頑張ってくれた彼あるいは彼女がちゃんと評価をされているのだなという

ところが非常に重要かなと感じている。 

 当社は短時間有給制度というのをやっていて、１日とか半休とかではなくて

もっと短い時間、幼稚園の送り迎えで少しだけ休むとか、これはママだけでは

ないけれども、フレキシブルに有給を使える、小刻みで有給を使えることによ

って継続しやすくなってくるというのがある。 

 制度的な話の他に、もう一個最近重要だなと思っているのは、出産して復帰

したママの中でも、その後、活躍する人と、伸び悩むとか昔ほど活躍しない人

とあるなと思っていて、出産をされる前にそのママに、ママになってから通用

するスキルをいかに身につけてもらうかというのは結構大事だなと思っている。

当社はみんな産んで戻ってくるみたいな感じなので、若い女性も出産への意欲

もすごく強いが、出産する前にこれとこれをできるようになっておく様にする

と、戻ってきた時に活躍する場ができる。何のスキルを身につけてからお休み

に入って、戻ってくると活躍し続けられるのかというのを明確に定義して、そ

れぞれのメンバーに頑張ってもらうということをやっている。 
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○宮原分科会長 

 逆にこういう会社がふえてくれればいいなと思うが、今まで剛速球ピッチャ

ーだった女性が、出産、育児を経て変化球ピッチャーになって、例えば企業で

いえば、ばりばりに営業をやっていた人が人事・総務に行って、自分の能力が

時間的に発揮できないということがあって、スタッフ業務で後方支援業務にな

ってしまって、だんだんやる気やモチベーションが下がってきて出世も諦める

みたいなことになっている。高島さんのところは野菜を中心に女性の意見を作

業に反映させるという意味では、そういった仕組みが適しているのかなと思う

が、それ以外の企業にどうやって広げていったらいいのかなというところも何

か成功事例を伝えるすべがあれば。 

 

○高島委員 

 私たちの会社だけではなくて、多くの会社で働いているママの実例というの

はあると思う。その辺が今だと結構女性の起業や管理職に焦点が行きがちだが、

起業というのは本当にごくわずかな人たちだけで、ママの活躍の場というのは、

デザイナー、プログラマー、商品開発、いろいろな活躍の場があると思う。 

 その辺を体系化したいと思っているが、思うのは、意外とママで活躍し続け

るのはママ側もハードルが高くて、今までより短い時間で今まで以上の価値を

出さないと、今までの給料を正当化できないので、時間当たりの仕事の質を上

げていかないといけない。 

 それをやるために、私たちの会社でいうと結構完璧主義な人がうまくいかな

い。うまいことこれは60点でいいやといける人のほうが活躍し続けられるとい

うのがある。その辺の仕事に対するスタンスを、若いころは完璧主義で全部や

るのだというのはいいが、そうではなくて捨てる技術を身につけるというのも

そうだし、捨てた上で残した技術がちゃんと付加価値の高い、その人しかでき

ないものであるというのも大事である。 

 その辺は、私たちの会社でも商品開発とか、会社のウエブサイトをつくると

いうママがすごく多いが、ほかの会社にもいろいろ事例があって、起業とかで

はなくて、ウエブデザイナーとして生きるのだったらこういうやり方、商品開

発として生きるのだったらこういうやり方、マネジャーとして生きるのだった

らこのやり方みたいなものが体系化されて、共有化されていくといいのではな

いかなと思う。 

 

○門倉委員 

 すばらしいなと思う。私はいろいろな雑誌の仕事とかもたくさんするので、

雑誌でいろいろな女性の生き方のインタビュー記事とかがたくさんありますけ
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れども、もっとそういう活躍するお母さんたちのインタビュー記事とか、どう

やってそのようになれたかとか、女性誌でも、どういう男性が奥さんを支えて

２人で仕事がしていけたかというようなロールモデルみたいなものをもっとつ

くっていくといいのではないかなと思う。 

 

○宮原分科会長 

 この辺はドイツなどは、わりと短時間で業務をこなしているように感じる。

実際、日本よりも国債の格付けなどはトリプルＡではないか。 

 

○門倉委員 

 でも、ドイツもすごく少子化で、その辺はドイツも課題が多い。なぜ少子化

かというと小学校は給食がない。非常にそこがネックで、今それを変えようと

している最中である。 

 話がずれるが、ドイツ人は、自分の仕事は自分の仕事、自分のポリシー、自

分のやるべきことということを大事にするので、もちろんチームワークもある

が、男性も女性もみんな仕事が終わったら帰って、もっと大事というか、自分

のプライベートの時間も大事にする。会社の人と飲んで帰るというのはほとん

どしない。 

友達はプライベートの友達、会社の人とは一生ラストネームでおつき合いする。

ファーストネームでつき合うのは家に帰ってからの仲間という、その辺は非常

に合理的。 

 そうすると、家庭やプライベートの時間も重要になって、お互いみんなそう

なので、めり張りがつくし、金曜日、家族で旅行に行きたいとすると、お父さ

んは６時に会社に行って、14時にじゃあね帰りますと言って旅行に行くという

ことも自由にできる。 

 

○宮原分科会長 

 日本は、どちらかというと会社が家みたいな人たちがわりと多く、名刺交換

をするとどこどこ電気の誰々ですというような形で、もしかしたら、家よりも

会社のほうが居心地がいいという男性陣のほうが多いかもしれない。 

 

○門倉委員 

 本当は男性も帰りたい家庭づくりというのも大事。男性の居場所をつくる。

みんなそれぞれが居場所のある家庭。 

 意外に日本の女性は、みんなではないが、入れさせない、やらせない。私が

完璧にするのだから、あなたたちは要らないと。もしかしたら、それも少しは
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あるのかなと。みんなそれぞれだろうが、みんなで家庭を守るということもで

きたらいいと思う。 

 

○石田委員  

 当社の場合も、妊娠、出産を経て復帰している女性も含めて、多様なロール

モデルがあることが一つの強みである。 

 女性の場合、環境やサポート体制などが個人によって異なり、100人いれば100

通りの働き方があるので、それに合わせたさまざまなロールモデルを事例とし

て出していくというのが非常に重要かと思っている。 

 当社の制度では、「makalon」という名前の支援パッケージがあり、妊娠前、

妊娠後、出産を経て復帰してからのサポート体制はかなり制度としても充実し

ている。また、育児休暇中に会社との接点を設けられたり、コミュニケーショ

ンを常にとっていられるので、会社へのロイヤルティーの向上や、不安感の払

拭を図ることもできる。 

 またデータベースとして、例えば社員の子供の年齢や環境をちゃんと蓄積し

て、いわゆるギアチェンジというか、子供が１歳だとこのようには働けないが、

４歳、５歳、６歳になったら働き方を変えられるフェーズが来ると思うが、そ

ういうときに会社としてちゃんと的確な環境を提供してあげられるかというと

ころは、非常に繊細なところだが、長期で優秀な社員を育てていくという意味

では肝になってくる。そういうところは非常にうまく活用しているのかなと思

う。 

 

○宮原分科会長 

 そういう意味では、ちゃんとロールモデルがしっかりしていて、３歳のとき

はこういう苦労もあるということを、先輩社員が教えてくれたり、小学校入学

のときはこんな苦労があるのだということをきちんとシェアできているという

ことか。 

 

○石田委員 

 その通り。よく言われているように、小１の壁もあり、学童の不足の問題だ

ったり、民間でも学童に参入してくる企業がふえてきたり、さまざまな背景が

あるので、そこに適した環境を企業側もサポートしてあげる、提示してあげる

ということが必要。 

 

○宮原分科会長 



 

16 

 

 普通は企業がそこまでする必要はないのだろうが、売り上げには関係ないか

らと言うトップもいるけれども、そこまで従業員をケアしてあげる社長さんが

ふえてくるといいなと思う。 

 

○有川委員 

 本当にここにいらっしゃる方々の会社は、宮原分科会長も含めてすばらしい

なと思う。そういったことを日本国中でみんなで共有できるような制度、やり

方というのが、意識も含めてなかなか共有できていない。 

 中小企業はトップのリーダーの考え方によって全く違っていて、男はどれだ

け働いているかだ、何時間働けるかだみたいなことを言っている人もすごく多

く、業界にもよるが、女性はなかなかリーダーになれなかったり、働き続けら

れなかったりというのもあって、女性のリーダーを増やそう、女性を働かせよ

うと言っても、徐々には変わっているけれども、日本の変わり方というのは他

の国に比べてもたいへんゆっくりしていて、大きな変革が起きないという実情

がある。 

 先ほど北欧の話で「クオータ制」というものがあって、例えば取締役を40％

にするということをやったところは、企業側、経済側のものすごい反発もあっ

たけれども、北欧は大学まで学費を出しているので、それだけ女の人も働いて

もらわないと税金を回収できない、国のために働いてほしいというのもあり導

入している。女性がリーダーになるためにはどうすればいいかという教育もし

ている。 

 会社でも、どのように女性を使えばいいか、一般企業でそういうことに積極

的に取り組むところでは、皆さんのような方がいろいろ話をしに行って、女性

をこうやって活用しましょうと言えばいいのだが、そんな余裕はないというと

ころが圧倒的に多い。意識改革や、問題をどう解決していけばいいのか、穴を

埋めるためにはどうすればいいのかという女性を支える側が問題解決をするた

めの学び、女性リーダーを育てるための寺小屋的なものなど、全体的に学び、

成長していく取り組みを国全体でできないのかと思った。 

 

○宮原分科会長  

 日本は大学までは本当に男女それこそ差がなく、働く場所になって結婚、出

産を機にやめてしまうという方が大半で、私の周りにも東大卒で専業主婦の方

も相当いらして、別にそれが悪いというわけではなく、専業主婦をされ家庭を

しっかり支えていることに対してリスペクトするが、国立大学は特に文科省か

らのお金が相当投与されているから、せっかく優秀な女性が高等教育を受けて
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も、それを国のために発揮しづらい風土、そこは国としてまだ未成熟な部分も

あるのではないかなと感じる。 

 

○向井推進室次長 

 私は長年見ていて、やはり霞ヶ関ないし国家公務員というのは、そういう意

味では現在でも物すごくおくれている。 

 最大の原因は、大会社でも多分似たようなところがあると思うが、意識とい

うのは上のほうの世代が全部握っていて、大体同期なんかと話をしていると、

今年は女性を３分の１もとったけれども大丈夫かみたいなことを言うやつがい

まだに多数いる。多分それは大企業でも同じだろうと思うが、そういうこと人

間が、まず意識として完全におくれている。 

 子供と同世代の人たちも入ってきたり、子供の友達なんかを見ていると、ど

こからどう見ても、そのぐらいの世代になると平均レベルは完全に女性のほう

が上だと思える。 

 実際、役所に入ったり、職場に入ってきた女性も完全にそうだということを

ちゃんと客観的に見てさえすれば、どういうことが起こるかというのは明らか

で、むしろ10年後、20年後、30年後のことを考えれば、今のうちに変えなけれ

ばいけないことはたくさんあるにもかかわらず、霞ヶ関は全くできていない。 

 厚労省とか一部の先進的な省庁はできているが、平均として見ると、私はた

またま財務省出身だが、財務省なんて最低で、どうも主計局とか主税局とかと

いうのは、男でないと予算編成ができないなんていまだにばかなことを言って

いる人たちもかなりいる。 

 だから、今おっしゃったような話の意識改革というのは、我々の年齢に、し

かも大きな組織こそ必要で、「先ず隗より始めよ」というのが絶対必要で、霞

ヶ関でも例えば管理職の女性を３割とか言ったら、さあどうしようと数だけ合

わせようとするわけだが、本当に大事なのは、むしろ実を変えることだと思う。 

 もう一つ、ここにいる役所の人間というのは、２種の人や３種の人も若干い

ますが、みんないわゆる１種上級職。大半の国家公務員というのは実は地方職

員で、地方支分部局にいるのですけれども、これがまただめ。 

 今お話を伺っていて思ったことは、役所というのは結果主義ではなくて努力

主義みたいなところがあるので、結局、自己満足するために無理やり努力を投

入するということになってしまう。 

 そういう価値観とか、先ほどの話のような、役所の人間は家族だという風潮

が上に行くほどあって、それは多分民間も同じだと思うが、そうすると、結局、

本当に仕事をして帰っているのか、どうせ飲んで帰っているので遅いだけでは
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ないかということも実は意外と多い実態だと思う。若い人はどんどん減ってき

ているとは思うが、いまだにやはり残っているのではないか。 

 もう一つ、意外と周辺部分がだめで、働いているのは男で家にいるのが女で

というのを前提にしている制度というのがいまだにちょっと残っている。それ

はどこでも残っていて、例えば小学校の授業参観が平日だというのと似たよう

な話ですけれども、例えば公務員宿舎というのは平日に当番制というのがある。

要するに、それは共稼ぎを前提にしていない制度。そのようなことを霞ヶ関の

中で、みずから襟を正すというのがすごく大事ではないかなと個人的には思っ

ている。 

 

○高島委員 

 今の話も含めて、宮原さんにはちょっと言いにくいがワーク・ライフ・バラ

ンスという言葉が結構いろいろなものの足を引っ張っているのではないかとい

うか、ワーク・ライフ・バランスという概念の次に行かなければいけないと思

う。 

 ワーク・ライフ・バランスという言葉を重視してきた結果、ライフはやって

おいてという感じが会社側にあって、時間をつくるのでライフのことは自分で

解決してねというスタンスになりやすいと思う。 

 でも、今の話を聞いていても、ドイツと日本は違うので、違うよさを生かし

たほうがよくて、会社でのきずなというのは日本独特で、それが問題でもある

けれども、強みでもあると思う。 

 サイバーエージェントさんのように非常に多様性のある働き方をしている会

社というのは、会社が個人のライフの問題に入り込んでいる。それによって妊

婦さんがその間も会社との接点を持つとか、会社がどんどんライフに入り込ん

でいってワーク・ライフ・バランスの次の「ワーク・ライフ・ミックス」とか

「ワーク・ライフ・シナジー」とか、いろいろな言葉があるが、そういうフェ

ーズに入っていったほうがいいと思う。 

 多くの女性が活躍している会社ほど、すごくライフの問題をワークの側が一

生懸命解いている、寄り添っているということがあって、これは女性の問題だ

けではなくて、介護の問題とかが入ってくると、女性の問題、妊娠するのは見

てわかるが、親が要介護に入ったのは見ていてもわからないので、普通はない

と思うが、それを会社に言う仕組みがないと、その人のライフとワークは両立

しなくなってしまう。そういう問題でも、ワーク側がライフを解きに行くとい

うのが必要だと思う。 

 ワーク・ライフ・バランスという概念は大分広がってきて、それはいいこと

だと。では、具体的に何をやればいいのかというと、もう一回「ワーク・ライ
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フ・ミックス」で、ワークはどういうことをやればいいのだということを具体

化するのがいいのではないかなと思う。 

 

 

○宮原分科会長 

 おっしゃるとおり。確かに我々もそうですけれども、ライフを充実というこ

とで早く帰れということで、仕事と私生活は本当に切り離してというようなと

ころがちょっとあり過ぎる。 

 でも、サイバーエージェントさんは、藤田社長がよく雑誌に書いているが、

社員が出入りしている会社は永続的かどうかということがあって、会社が社員

をやめさせない仕組みというか、基本的に愛社精神があって能力の発揮できる

人にその機会を与えて、その人が困っているのであれば手を差し伸べるという

ような世の中になってくればいいなと思う。 

 ドイツとは違いまして、日本人は自分の会社のためならというところとか、

まだまだよさが確かにあると思うので、もしかしたらそんな継承が、大企業の

幹部にもわかってもらうことができれば、世の中も変わっていくのではないか

なという気がした。 

 

○別府推進室次長    

実は大きく変わったことが１点。 

昨年５月に内閣人事局ができ、もともと人事評価という仕組みが導入されて２

～３年たったが、今年度からワーク・ライフ・バランスというのを評価項目に

入れるということになった。ワーク・ライフ・バランスという言葉の話は置い

ておいて、そういうところまで見て人間を評価するというやり方に変えている。 

 ただ制度として入ったが運用してどうなのか。みんな一々そこを考えて本当

にやっているのかというのは、実は毎年、最初に面談するのだが、そこからそ

ういうのが入っているのか。入っているとしたら、それはどういう意味で入れ

ているのかとか、そういったことも相当やらないと実は入らない。 

 これが入ってくる意味があったなと思うのは、今、民間でも女性の活躍とい

うのがあるし、国も30％採用と言っているけれども、かなり前からそれなりに

女性がふえてきていて、実は私が一番頼る最も忙しいポストにいる課長補佐が、

３つのポストで過去３回連続女性だった。 

 そういう人にちゃんと働いてもらおうと思うと、仕事の段取りから考えなけ

ればいけない。しかもこれは民間企業でも国でもそうだが、何かの拍子でやめ

てしまっては本当にもったいない。ある種、それなりの年齢で女性の部下を１

回持って、それなりに鍛えられている上司が少し出てきた。 
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 ただ、それは少しであって全然メジャーではなくて、先ほど高島委員からも

お話があったように、民間の場合は、とりあえずやはり女性が必要だから、そ

れをどうやって働いてもらおうかと思える企業だったら、すぐそこはぴんとく

るはず。恐らくそれがぴんときていないところも実はまだ相当多数あると思う。 

 大企業であっても、前は男女共同参画局にいたけれども、そういうワーク・

ライフ・バランス系という表題のセミナーみたいなものをやると、人事課関係

は来る。ダイバーシティ部局も来る。でも、現場の人が来ていない。本当は一

番聞いてほしい人はそこには来ない。もともと関心がない。なので、去年、人

事担当の人が現場の人を一緒に連れてくるというような中堅管理職的な集まり

をやったが、恐らくそう言われてもぴんときて帰っていくわけではない。 

 そういう点では、どうやって本当にこういうことをやるというのがいいと思

ってもらうかというところが実はすごく重要。従って、民間の中でも大企業の

中でも、中堅管理職クラスの人にどう思ってもらうか。 

 もっとしんどいのは恐らく中小企業の方々で、中小企業の方々は、そうは言

われても、子供を産んで働けないのだったら違う人を雇わなければいけないの

ではないかと思っている人は非常にたくさんいると思う。 

 中小企業の中でも一部のところでは、女性がすごく戦力だからどうしても働

いてもらわなければいけないというところで、制度みたいなものはきちんとし

ていないけれども、個別にやっているとか、そういうところが出てきていると

いうこともある。 

 そういう点では、この話というのは、おっしゃるように、もう10年近くずっ

とワーク・ライフ・バランスという言葉でやってきて、ワーク・ライフ・バラ

ンスという言葉がいいのか悪いのかという問題も恐らくあるし、いずれにして

も、それがぴんときていない人が実はまだかなりの数いらっしゃるので、どう

やってそういう人にそれが自分の問題として関係あると思ってもらうかという

のがわりと大きいのかなと思っている。 

 もう一つは、私は役人なので、特に気になるのは政府広報室というところで、

こういう国民意識の話に入ってくると、どこまで言っていいのかなというのは

いつも迷う。押しつけになってしまってはまずい。一つの方向しかない話なの

かどうか。そこでどういう言い方で参画する気持ちになってもらうのがいいの

か実はすごくいつも悩んでいて、そういったところでまた御意見をいただけれ

ばありがたいなと思っている。 

 

○越智政務官  

 今日、お話を伺いながら、本当にいろいろなことを感じさせていただいた。 
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 今、私が事務所から帰るときは、帰りにくいという経験はないが、一方で、

35歳まで民間金融機関の銀行と証券会社に勤めていたので、まさに帰りにくい、

後ろめたいという感覚を思い出しながら聞いていた。 

 内閣府に来て数カ月政務官として取り組ませていただいている中で、先ほど

日本の特徴は努力至上主義みたいなお話があったが、努力をしたことで結果は

問わないみたいな文化がある。ジョブ・ディスクリプションというか、ミッシ

ョンがはっきり決まっていない仕事の仕方の中で労働時間等々を調整するとい

うのは、価値観の革命だと思うが、人事制度も含めて変えていくべきかどうか

という議論かと思う。 

 実は衆議院議員の仕事をやっていると、365日のうち365日仕事をしている。

これまで、子供との接点がなかったが、去年の夏、はたとこれはまずいと、夏

休みをとった。 

 それは私の中では革命で、家庭生活に対する重きを置かないと、人間として、

社会人としての責任が果たせないのではないか。職業も大切だけれども、子供

との接点、子供の教育も大切だ。と思って私の中では変わった。そういう意味

で、家庭生活へのウエートづけを社会全体でどう変えていくのかというのが課

題だということを自分の中で、自分の変化で感じさせてもらった。 

 今、男性の場合は総合職がほとんどという雇用形態になっているので、全員

幹部候補生なので、仕事好き、頑張るだけ出世できるみたいな世界に、多くの

方が置かれている中で、この価値観の転換をどうやっていけばいいのかという

のが課題なのかと思った。 

 日本は高度成長時代からずっと来て、今、成熟国家になったはずだが、まだ

新興国みたいな雰囲気があって、ドイツではもう50～100年先に行っていらっし

ゃるわけだが、成熟国家の中でこれだけ労働時間が長い国、時間生産性が低い

国はないわけなので、そこをどうやったら変えられるのかなというのが問題意

識の一つ。 

 もう一つの問題意識は、最初に有川委員がおっしゃっていた支え合いのとこ

ろ、ドイツと日本は圧倒的に違う。つながりたいけれども面倒くさい。 

 例えば子育てで預けたい。業者には預けるけれども、個々では預けない。預

かるほうも心配だし、預けるほうも心配ということだと思う。 

 ここはお伺いしたいのだが、日本の場合は個人的な支え合いというのが、あ

る特定の関係が結ばれた中、親戚とか、昔から何十年つき合っているとかいう

ときは成立するが、そうでない場合は相手と自分というか、業者と自分みたい

な感じで、何かあっても責任論みたいなものが発生して、アメリカで言うベビ

ーシッターみたいなものが余り成立しないではないですか。 
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 ここは成熟国家のドイツは元来そうなのか、それとも発展段階に応じて何か

そういうカルチャーが出てきたのか。あるいは日本に来られて、何で日本では

これができないのだろうとか、これが問題なのではないかとか、何かその辺で

ひっかかりがあったら教えていただきたい。 

 最後に、高島委員のお話を聞いて、いい会社だなと思った。本当に会社が全

部能動的にできる意識になったら社会は変わると思うが、社会は会社だけでは

ないので、そういう意味ではいろいろな価値観の問題もあるので、その辺をお

伺いしたい。 

 

○門倉委員 

 わからない。ちょっと考えてみたい。でも、日本に比べると、ドイツは家族

関係がなくても信頼し合うことができる人たちである。日本はもう少しその辺

は、知らない人との距離はすごく置くような気がして、本当はいろいろマンシ

ョンの中でも手伝いたいと思っても、相手から近づかないでというところがあ

るので、ちょっと考えてみたい。何がドイツと日本のその辺の違いなのかを考

えてみたい。 

 

○越智政務官 

 よろしくお願いする。 

 

○宮原分科会長 

 確かにうちもそう。どちらかというと家に他人を上げたくないというところ

がある。 

 

○石田委員 

 「モンスターペアレンツ」という言葉が一時はやったが、まさに実感するケ

ースが多々ある。先ほどドイツと日本の違いについての話があったが、もしか

したら、相手に対してもともと距離を置く文化が根付いているのかもしれない。 

 信頼関係が構築できるまではやはり相手を信頼できないし、どちらかという

と敵か味方でいうとちょっと敵のような、先ほどのテーマからは若干乖離があ

るのが実情だと思う。支え合う地域づくり、子育てを支え合うとか、高齢者を

支え合うみたいな文化の醸成というのは、まだまだ壁があるのではないかと日

常生活の中で感じることは多い。 

 

○宮原分科会長 
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 昔でしたら「三丁目の夕日」ではないが、貧しかった時代はもう本当に食べ

ていけないというのもあり、お互いに余ったものを分け与えるみたいなことが

あったが、今はもうどこの家庭も餓死するような環境ではないだろうから、豊

かになったことで失ったものも大きいのではないかなという気もする。 

 

○門倉委員 

 ドイツ人はとても正直。思ったことを全て言う。ふだんからみんなも相手も

思ったことを言ってくれているということが前提なので、信頼し合うこともで

きるのかなと思う。 

 日本はやはりいろいろな遠慮もあったり、ここではこう言ってはいけないと

なると、何かその裏の本当に思っていることを考えなければいけないとなって

非常にややこしくなる。 

 例えば「映画に行きましょう」と言われて、もし行きたくなかったら、日本

では「仕事が忙しいから」とか「子供が何とか」といろいろな理由をつくって

「行けません」と言うが、ドイツ人は「ごめん、今日は疲れているから行かな

い」と、もうそれでいい。相手も怒らないし「わかった。じゃあ、また今度誘

います」と、もしかしたら人間のつき合い方、ちょっと違うのかもしれない。 

 

○宮原分科会長 

 これは初めて聞きましたが、そういうものですか。 

 

○門倉委員 

 ドイツ人はうそが嫌いなので、隠すということもうその一つなので、とにか

くほかのヨーロッパの人も驚くぐらいに正直だそうだ。正直であることが一番

大事なことだと思っているので、思ったことは言ってしまう。 

 

○宮原分科会長 

 そういう意味では日本はうそだらけというか、大体別な言いわけをして断っ

てしまったりが多々あるなとちょっと反省している。 

 

○越智政務官   

 私はフランスに２年住んでいたが、「Je suis fatigue（ジュ・スイ・ファテ

ィゲ）」、つまり「疲れています」と言って飲み会を断られたことがあって、

これは日本ではあり得ないと思った。 

 こういった日本人の文化というか、風習というか、配慮とか、そういう上で

これをよく活用してどういう支え合いができるのか。 
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 逆に言うと、そういった私たちの感覚を無視して、ほかの国の支え合いの仕

組みを持ってくるのも難しいでしょうし、その辺のイノベーションというか、

何か思いつきができたらいいなと思う。 

 

 

○高島委員   

 先ほど別府さんの話で、こうやってここでは議論をしていますが、ぴんとき

ていない会社が多いというところで、日本人は非常にインセンティブに弱いと

思うので、インセンティブをつけるなんてできるのかなと思う。例えばある会

社の社員の出産人数に応じて税制が優遇されるみたいな、子供を産み育てると

いうのは人類の一番の大事な仕事といえば仕事で、会社の仕事以上に大事な仕

事だと思うが、それに貢献している会社を優遇するみたいなことができると、

日本人はゲームのルールを与えられるとそれに向けて頑張るというのは非常に

得意なので、そういうことができないのかなと。 

 

○別府推進室次長   

 まず、例の「くるみん税制」みたいな税制があるので、直接そこに行くよう

なインセンティブがないので、できないということはないと思う。要は優先順

位なので、何を本当に一番重要と思うかということで、それが本当に一番重要

だったらそういうことをやればいい。 

 ただ、税とかそれだけでいくのかなというのがやはりあって、私が若干思う

のは、そういうプラスのインセンティブと負のインセンティブがあって、恐ら

く両方を組み合わせられるのかなと、役人的にはまず直感的に思う。いいとこ

ろを褒めてあげるだけだとちょっと弱いと。悪いところにちゃんとあるところ

まで来させないとまずいというところがあるような気がする。そのときに、イ

ンセンティブの種類として何があるかというのは、それなりにあるものもある

か、今のところはそこまできちんとしたものは余りない。 

ただ、恐らく一番弱いけれどもやっているのが、先ほどからいろいろ出ていた

ように、優良事例をとにかく集めて表彰したり、それをお伝えする。そこまで

はわりと予算もかからないし、簡単にできる。 

 ただ、恐らくそういう優良事例があるところに関心を持つ人は、もともと関

心がある人。そこがやはり一番気になっている。もともと関心のない人、もと

もとそういう意識が全然ない人にどうインパクトを与えていくかというのは、

おっしゃるように、その中に何かそういった。 

 ちょっと情けない気もする。インセンティブがないとやらないというのは、

本気ではないよねという感じがあって、おっしゃるとおり、恐らくゲームをつ
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くるとゲームとしては乗ってくるけれども、ゲームを利用しようという発想だ

とやはり本当の意識転換ではないような気がするのが気になる。 

 

 

 

○向井推進室次長   

 まず、税制という点でいうと、多分みんなへえーと言ってひっくり返るだろ

う。それは多分、税制でやると調節的なこういうメリットがあるからこうだと。

こういうメリットというのはわりと狭い範囲ではっきりしていることが多いの

で。 

 ただ、私の個人的なことを申し上げると、今の発想というのは、ある意味、

アナウンスメント効果としては絶大だと思うので、一度ぶっちゃけて言ったら

どうか。財務省はひっくり返ると思うが、やはりこの話というのはひっくり返

らないと世の中が変わっていかないので、そういう意味では非常に斬新な提案

だと思って、私はぜひ支持したい。 

 

○宮原分科会長 

 企業によっては、３人目の出産祝い金100万円とか、ソフトバンクでしたかね。

自治体も３人目には10万円とか20万円とか出すところもあった。一種のばらま

きに近いかもしれないが、そこまでしないとなかなか２人目、３人目というこ

とにつながらないでしょうから。 

 確かにひっくり返るようなことをしませんと、また総花的に終わってしまっ

ても、この会のミッションは果たせないかなというところもあります。 

 今日は余り絞り込まずに拡散する方向で話を進めていたが、資料３の優先的

課題で「①問題・課題のある女性への情報の周知方法・内容の改善」「②情報

提供のワンストップ・サービス化」「③情報・支援が必要な者の積極的把握」

ということと「妊娠・出産、子育て等に係る地域、職場等における支え合い」

を議論していただいたので、①のところは企業コンプライアンスの推進という

ことで、基本的には職場で働いているトップの方、上司の方々の協力の推進と

か、それらを含めた長時間労働の抑制と国民の生活スタイルの変革というとこ

ろを、今日は拡散しながらだが、またこの辺のところにスポットを当てて御議

論いただきたいなと思っている。 

 第２回に向けて、次のページの「情報提供の在り方」については、また事務

局のほうで政府広報等々を通じて取り組みの全般を御案内いただけると聞いて

いるし、ヒアリングも内閣府の女性活躍のための情報発信に係る取り組みとか、

ちょうど女性活躍推進法案が今国会で通過の見通しであるので、その辺の情報
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などもいただきたいし、厚労省の積極的な対象者の把握ということで、どちら

かというと、こちらはセーフティーネットに近いかもしれないが、生活困窮者

や児童虐待などということで、今日はこの辺のところの議論が余り進んでいな

かったが、やはり本当に困っている人にどう支援をしていくかというところも

重要なテーマであるので、こういったところのヒアリングなども次回はお願い

したい。これについてもっとこういうところをヒアリングしたほうがいいなど

があれば、また御意見を頂戴したい。 

 事務局のほうでは、政府広報の取り組み全般というところは、どの様に御予

定されているか。 

 

○別府推進室次長 

 例えば女性の子育て支援の広報では、こういうことをやっている例があると

いうのをやろうと思っていたが、今まで政府広報はわりと全国民に向けて一般

的にわーっとやるというのが多かったが、だんだん変わってきていて、やり方

も変えたり、タッチポイントとかもファミリーレストランを使ったり、あるい

はコンビニを使ったり、そのようなことも今考えている。 

 ただ、なかなかやはりそれでもうまくいかないとか、届かないところがある

ので、そういった事例を御紹介しながらいろいろ御意見をいただければと思っ

ている。 

 

○宮原分科会長 

 今日は余り出なかったが、企業でもコンビニのローソンはわりと地域に密着

型で、本当に生活困窮者といいますか、移動手段に困るような人たちの支援な

どもやっているし、セブンイレブンも自分の小さい車で商品を届けたりとか、

もしかしたらその辺は高島さんの領域かもしれないが、いわゆる生活困難者と

いうか、そういった人への支援などもやっているので、今後はどのようにこう

いったサービス、あるいは生活困窮者というところの、企業とかほかの方々の

果たす役割というところも議論していきたい。 

 

○高島委員  

 生活困難者への情報提供の部分というのは、情報を提供するのは手段。目的

ではなくて、何かの問題を解きたいから情報を提供するということだと思うの

が、恐らくさまざまな問題の中で、情報提供によって解決できるものと、情報

提供の問題ではない問題とあるのではないかと思う。 
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 ここの会の前回までの話だと、半年でビビッドな結果を出すということを使

命として与えられていると思っているので、何の問題を解くかというのを特定

した上で、その情報をどうするかというようにやったほうがいいかなと思う。 

 例えばシングルマザーの貧困の問題に対してとか、ドメスティックバイオレ

ンスの問題についてとか、解く問題の対象を明確化しながら議論していけると、

そして、情報提供が有効な問題は何かということ、そういう形で議論できると

ありがたいなと思う。 

 

○宮原分科会長 

 先ほど来あるが、やはりこういった方々はなかなか自分から手を挙げない人

たちが多いということで、こちらから手を差し伸べないとというような話もあ

ったし、先ほどのDVとか、そういった方々がどのようにアクションを起こした

らいいのかというところは確かにそうかもしれない。 

 

○高島委員 

 だが、ワンストップというのは、もうグーグルはワンストップではないか。

ドメスティックバイオレンスの相談と引けば、すごく相談窓口が出てくる。ワ

ンストップでグーグルを超えるのは基本的にすごく難しいと思っていて、それ

を超える付加価値を何かつくらないと、余りプラスにはならないのではないか。 

 

○別府推進室次長   

 少し補足すると、今の②みたいなところは、１枚めくっていただいて「優先

的課題」のほうでいうと、①②ではなくて、③に「情報・支援が必要な者の積

極的把握」と書いてあるが、１つは、特に生活困窮者までいくと、恐らくイン

ターネットも使えていない場合があるという話がまずある。児童虐待というの

は、またこれは違う意味でなかなか御本人が意識化しないという問題がある。

あるいはDVの問題の場合は、女性の場合でいえば、御主人がいるところでは連

絡できないとか、そういった問題がある。 

 そのように実は今言ったワンストップ的なところでできる部分と、できない

部分があるだろうと。できない部分の人がどういう問題があるのか１回さらっ

てみて、その中で個別に何か解決の仕方があるのかなという問題意識で書いて

いる。 

 

○高島委員 

 賛成である。 
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○宮原分科会長 

 そういう解決をするために、こういったものを使ってはどうかということは、

またその先の話になるのかなと思う。 

 

（４）閉会 

 委員の日程調整の結果、宮原会長より第２回会合は２月16日（月）10時から、

第３回会合は３月２日（月）14時から開催する旨連絡し、閉会。 


