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２．「ニッポン一億総活躍プラン」の策定に向けての意見交換
３．内閣総理大臣挨拶
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（ 説 明 資 料）
資料１：一億総活躍社会に関する総理発言
資料２：第３回 一億総活躍国民会議 議事要旨
資料３：一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（本文）
資料４：一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（概要）
資料５：平成27年度補正予算の概要
資料６：平成28年度予算案の概要
資料７：松本理寿輝議員 提出資料
資料８：飯島 勝矢議員 提出資料
資料９：宮本みち子議員 提出資料
資料10：高橋 進 議員 提出資料
資料11：増田 寛也議員 提出資料
資料12：白河 桃子議員 提出資料
資料13：大日方邦子議員 提出資料
資料14：工藤 啓 議員 提出資料
資料15：工藤 啓 議員、白河桃子議員、松本理寿輝議員 提出資料
資料16：松爲 信雄議員 提出資料
資料17：土居 丈朗議員 提出資料
資料18：樋口 美雄議員 提出資料
資料19：石原大臣提出資料
資料20：石破大臣提出資料
資料21：塩崎大臣提出資料

（概要）
○加藤一億総活 躍担当大臣

それでは 、ただいま から第４回 の「一億総 活躍国

民会議」を開催させていただきます。
本年最初の会合でございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。
本日は、菊池議員、土居議員 、樋口議員が御欠席でございまして 、土居議員、
樋口議員からはお手元にございます資料の提出をいただいております。
また、お手元 には事務局 から資料１ から資料６ として、一 億総活躍社 会に関
する総理発言、 第３回の会 議の議事録 ・議事要旨 、緊急対策 及び関連す る平成
27年度補正予算 並びに平成28年度予算 案の概要を お配りして おります。 また、
有識者議員・政府議員からも資料の提出もいただいております。
それでは、議事に入らせていただきたいと思います。
今回は「ニッ ポン一億総 活躍プラン 」の策定に 向けて、全 体的な方針 につい
て意見交換をしていただきたいと思います。
まず、資料１ を御覧いた だきたいと 思いますが 、昨年開催 いたしまし た第１
回から第３回の 国民会議、 今年の年頭 記者会見に おける総理 の御発言、 また、
22日に行われま した施政方 針演説のう ち「ニッポ ン一億総活 躍プラン」 の策定
に関係する箇所及び関連する国会答弁を抜き出したところでございます。
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こうしたこれ までの総理 からの御指 示を踏まえ て「ニッポ ン一億総活 躍プラ
ン」については以下のような考え方で検討していきたいと思います。
第１に、成長 と分配の好 循環を生み 出す我が国 の新しい経 済社会シス テムの
あり方を提示していきたいと思います。
第２に、生産 性向上や働 き方改革な どの新・三 本の矢に共 通する横断 的な課
題への取組を取りまとめていきたいと思っております。
第３に、新・ 三本の矢に 関するロー ドマップを つくってい きたいと思 ってお
ります。
それでは「ニ ッポン一億 総活躍プラ ン」全体論 について、 有識者議員 の皆様
から御意見・御 提言をいた だきたいと 思います。 御希望のあ る方は前に ある名
札を立てていた だきたいと 思いますが 、恐縮です が、お一人 ２分以内と いうこ
とでお願いしたいと思います。
それでは、お立ていただいた右側の松本議員からお願いしたいと思います。
○松本議員

松本理寿輝でございます。本年もよろしくお願いいたします。

私は、白河議員、工藤議員と資料15で共同提案もさせていただいております。
ここでは共同提 案とリンク していきま す私の提言 についてお 話しさせて いただ
きます。資料７を御参照ください。
昨年11月の本 会議の中で 、総理から 成長と分配 の好循環と いうテーマ を出し
ていただきまし た。今回、 私が注目し たいのは子 育て、保育 ・幼児教育 のこと
は、希望出生率1.8のことのみならず、まさにその好循環を効率 的・効果的にな
すものということです。
子育て環境の ことは、い わゆる再分 配のことで はなくて事 前分配の性 質を持
ち、子供や家族 の利益のみ ならず、格 差是正、貧 困対策、教 育水準の向 上、社
会全体の強化、 男女共同参 画、結婚・ 出産、生産 性増加など 、一億総活 躍を目
指す本会議のま さに議題と もなってい る多くのこ とについて 、社会全体 に好影
響があるという ことが実証 されてきて おります。 つまり、こ の分配は成 長に資
する分配ということになるわけであります。
分配が成長を 生み、それ がよりよい 分配につな がる。その ことを総理 は掲げ
ておられるとい うことを理 解しており ます。乳幼 児期への国 を挙げての まなざ
しと手だては、このことをよりよく実現するものであると信じております。
資料７に質の こと、量の こと、それ から、幼児 教育無償化 拡大など、 大切な
観点を触れさせ ていただき ました。資 料をぜひ御 参考いただ き「ニッポ ン一億
総活躍プラン」につなげていただきたいと考えております。
なお、分配が 成長につな がるという ことを強調 するために は、資料の 中では
「分配と成長の 好循環」と 、順番を逆 にして書い ております が、誤植で はござ
いませんことを確認させていただきます。
以上です。よろしくお願いいたします。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。
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それでは、対馬議員、よろしくお願いします。
○対馬議員

対馬でございます。資料はございません。

総理は先日の施 政方針演説 の中で、あ らゆる施 策を総動員 して、今後25万人
の介護人材を確 保すると述 べられてい ます。今後 はここが最 大のポイン トであ
ると考えます。
介護職の賃金 は、全産業 と比較しま して月額10万円の差が あります。 この差
を解消しなけれ ば介護人材 の確保はお ぼつかない と考えます 。財源確保 や保険
料上昇の問題を 伴うことは 承知してお りますが、 一億総活躍 推進プラン に向け
ては事業者に対 しての運営 効率化やキ ャリアアッ プの推進と いった努力 を求め
つつ、ゴールは この10万円 の引上げを 目指してい く方向をお 願いしたい と思い
ます。これが全国で働きます170万人の介護者の願いでございます。
もう一点、介 護者の国家 資格として 介護福祉士 があります 。志願者が10年前
と比べて激減し ているのが 今日の状況 です。やむ を得ず学生 募集を停止 する養
成施設も出てい ます。イメ ージ戦略を 含めて介護 福祉士の魅 力を高める ことは
必要であると考えます。
平成24年の法 改正により 、登録した 特別養護老 人ホームで は介護福祉 士のた
んの吸引や胃ろ う注入など の医療行為 が認められ るようにな りました。 ホーム
内の看護師の負 担軽減や医 療度の高い 高齢者の受 入れに効果 があります が、介
護福祉士のステ ータスの向 上にも寄与 すると考え ます。こう した点をも っとPR
するとともに、 糖尿病を抱 える高齢者 の増加を踏 まえ、認め られる医療 行為の
範囲にインシュ リン注射や 本人に代わ って家族が できる医療 行為につい ても時
間をかけながらでも追加することはできないかと考えます。
介護の仕事は 業務独占で はございま せん。誰で も職につけ ます。そう である
からこそ、きち んと研修や 経験を積ん だ介護士を 優遇し、介 護職の職場 に招き
入れ、介護サービスの質の向上を図る必要があると考えます。
以上でございます。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。

それでは、飯島議員、お願いします。
○飯島議員

よろしくお願いします。東京大学の飯島といいます。

資料８を見ていただければと思います。前回の発言に加えまして「『一億総活
躍社会』の実現 へ

～高齢 者の皆がい つまでも快 活に活躍で きる生涯現 役社会

を創出する～」ということでお話しさせていただきます。
早速、２枚目のスライドを見ていただければと思います。
「生涯現役」を 達成するた めには心身 ともに健 康であり、 いわゆる健 康長寿
を少しでも長く ということ は言うまで もありませ ん。私自身 が高齢者医 療を専
門とする医師であることから、この右斜め三角形の図は、
「人はどのように老い
ていくのだろうか」というものをイメージ図でお示ししたものでございます。
まず、以前に この会議で も御発言さ せていただ きましたけ れども、虚 弱とい
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う言葉は非常にネガティブに聞こえてしまうということに配慮しまして 、
『フレ
イル』という言 葉で多くの 国民の方々 に広く知っ ていこうと いう啓発活 動をし
ております。こ れは英単語 のフレイル ティーとい うところか ら由来して いるわ
けなのです。
この右斜め三 角形の図、 すなわちフ レイルのフ ロー図に戻 り、左から 簡単に
ご説明しますと、
「健康及び剛健」の時期があり 、次には「前虚弱状態 」を表す、
いわゆる「プレ ・フレイル 」という状 態が長く存 在していま す。その次 に「虚
弱・フレイル」。そして、最終的には「要介護」というように、大半の方々はこ
の路線を歩むことになるであろうと思います。
そこで、発表 内容のサブ タイトルに も書きまし たように、 フレイル概 念にお
ける４つのフェ ーズからみ た「一連の アプローチ 施策」とい うものを今 日は発
言させていただ きたいと思 います。簡 単に左から 概説させて いただきま すが、
お時間に限りが ありますの で、詳しい ところはま た別の機会 にと思って おりま
す。
まず、一番左 側です。生 活習慣病の 管理の中で 、国民はや はりメタボ リック
症候群（メタボ ）というも のを意識せ ざるを得ま せん。メタ ボが幅広く 国民に
知れ渡り馴染ん だからこそ ではありま すが、高齢 期であって も「摂取カ ロリー
を減らさなけれ ばならない 。体重を減 らさなけれ ばならない 」というイ メージ
もしくは先入観 を持ってし まうことは 事実でござ います。す なわち、か なり高
齢期の方々であ っても腹八 分にしなけ ればならな いという強 い先入観が あるよ
うです。そこで、
「本当にこの体重を減らさなければならないの か、もしくは食
に対する誤認識 を持ってし まっている のではない か」と思わ れる高齢者 は決し
て少なくはないのが事実です。
続きまして、お隣の２番目です。この「前虚弱（プレ・フレイル）」から「軽
度フレイル」の ところであ りますが、 少しでも早 く予防重視 型のフレイ ル予防
対策に腰を上げ ることが必 要になりま す。具体的 には、「しっ かり歩く・ 動く、
しっかりかんで 食べる、そ して社会性 を高く保つ 」という『 三位一体』 の方向
性、すなわちどれ一つたりとも欠けてはならないということ が重要になります。
特に就労も含め まして、社 会貢献・社 会参加が大 きな比重を 占めること になり
ます。そして、 まずはその 三位一体（ 社会参加・ 栄養・運動 ）の重要性 を住民
自身が気づき、 そして自分 事化するス テップが必 要であり、 それがあっ て初め
て意識変容およ び行動変容 に繋がって いくのであ ろうと思っ ております 。そし
て、既存の介護 予防事業や 健康増進活 動がもっと 多くの住民 にとって拾 いやす
いカードになっ ているべき であり、ま たインフォ ーマルな住 民主体の集 いの場
も存在して欲しいと思っております。
３つ目で、今 度は「要支 援１・２か ら要介護１ ・２の軽度 者」のとこ ろにな
りますが、図に 書いてあり ますように 、積極的な 自立支援を どのように サポー
ト・ケアしてい くのかが重 要になって くると思い ます。すな わち、しっ かりリ
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ハビリをやり、 そしてしっ かり口腔ケ アもやり、 しっかり栄 養管理も行 って、
少しでも閉じこ もらないで 外へ出ても らうという ことに尽き ます。言い 換えれ
ば、I-ADL改善を通して自立機能を回復し、要介護から少しでも遠のくことが重
要なのでしょう。その視点から現状を再度考え直してみると、
「従来の介護サー
ビスの見直し」という視点も必要になってくるのかもしれません。
今日は時間の関係上、その次の後半部分は詳しくお話し出来ませんが、
「要介
護３～５、重度 者」におき ましては医 療・介護、 そして住ま いも含めた トータ
ル・ケア・シス テムが重要 であり、介 護者の担う 業務内容の 許される範 囲に関
する議論などもあり、これもまた幅広いディスカッションが 必要かと思います。
では、おめくりいただきまして最後のページをご覧ください。
高齢者の皆がい つまでも快 活に活躍で きる社会 、いわゆる 「生涯現役 社会」
を実現していく ためには、 高齢期の住 民に対して 多様な選択 肢が提供さ れるべ
きであろうと思っています。
ここで【雇用促進】
【社会貢献・社会参加】という２つの 視点で述べたいと思
います。
たとえ定年とな ったとして も、特に今 まで培って きた経験や 能力をどの ように
活かすのかとい う視点をも っと地域に 盛り込むべ きであり、 その地域で 活躍し
たり貢献したり することが 当たり前の 社会を構築 すべきであ ろうと思い ます。
そのための体制整備、すなわちシステムづくり、まちづくりが必要であります。
具体的にポイン トを挙げて みますと、 まず１つ 目は培って きた経験・ 能力を
活かすという意味で『定年延長（雇用継続 ）』という視点が重要であります 。こ
れはまさに生涯 現役を達成 する一番の 近道なので しょう。ま た、雇用の 場を拡
大するためにも、民間企業等を積極的に活用する方向性であったり、起業促進、
そのための助成 などの方向 性、両方の 方向性がし っかり打ち 出されるべ きであ
ろうと思います。
一方で、
『新規の就労促進』などもどんどん推し進めていくべきであろうと考
えております。
また、社会貢 献・社会参 加という視 点から考え てみますと 、生きがい ・やり
がいを持っても らうことが 重要でしょ う。一つに は「住民主 導の地域交 流～社
会参加の場づく り」をどん どん推進す る。さらに は、健康増 進活動の活 性化の
一つの表現形で はあります が、例えば 、新規性の ある住民主 体のフレイ ル予防
活動などもその最たるものなのであろうと思っております。
スライドの下段 に書いてあ るような活 動を我々 は積極的に 取り組んで おりま
すので、また別の機会に御披露できればと思います 。以上、これら【雇用促進】
【社会貢献・社 会参加】が 医学的にも 「一番の処 方箋」にな ると確信し ており
ます。
よって、今後に 向けても色 々と皆で考 え、一緒に 推し進めて いければと 願って
おります。
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長くなりましたが、以上です。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございました。

宮本議員、お願いいたします。
○宮本議員

私 の方からは 、一億総活 躍社会の基 盤は何かと いうことを 考えた

ときに、
「一億総学習社会」を本格的につくることが活躍社会を実現する道であ
るということをお話しさせていただきます。
学習の機会に 関しては、 あらゆる年 齢、あらゆ る立場の人 にとって、 今後ま
すます重要な力 を与えるも のになって いくと認識 しておりま す。特に不 利な状
況に置かれた人 々の学習機 会は恵まれ た人との間 でますます 格差が拡大 してい
くわけでござい ますが、格 差を是正す るために学 習というも のがいかに 重要な
役割を持ってい るのかを認 識し改めて 位置づける 必要がある のではない かと思
います。
１つ懸念する のは、生涯 学習社会へ の道のりは まだまだ今 の実態では 遠いの
ではないかとい うことです 。その一つ は社会人学 生の数がこ の10年間、 一向に
増えない実態がございます。政策的な強化が必要であると思われます。
その理由はい ろいろある と思います けれども、 例えば学習 することが キャリ
アに結びつく見 通しが十分 に持てない 企業組織、 労働市場の 問題。それ から、
長時間労働・少 ない休暇と いうものが 制約条件に なっていて 、成人が学 習する
ことが大変難し いこと。そ れから、教 育費の負担 に関しまし ては、自分 の子供
の教育費の負担 と親として の教育費の 負担の両方 の負担をす ることが大 変困難
であり、結局、 子供の教育 費優先にな っている状 況。あるい は遠隔地に おける
学ぶ機会の少なさという問題ということがあるかと思います。
それで、社会 資源を人的 投資に向け ること、こ れは社会的 投資国家と いう用
語を当てること ができるか と思います が、これが 活躍できる 社会をつく る基に
なると思います。
裏面に行って いただいて 、学習機会 に関する大 きな格差に ついてです 。学齢
期に関してはひ とり親世帯 、生活保護 世帯、児童 養護施設の 子供たちの 高等教
育進学率を見ま すと、いか にも大きな 格差があり 、ここあた りの格差是 正は喫
緊の課題でござ います。そ れと同時に 、学校段階 以後の若者 に関して、 例えば
ニートの状態に ある若者に とってやり 直しできる システムが 十分に組ま れてい
るかという点ではまだまだ大きな穴があると思っております。
そういう意味で、
「一億総学習社会の構築」が一億総活躍社会の条件であると
いうことを改めて提案させていただきたいと思います。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。

続いて、高橋議員、お願いいたします。
○高橋議員

資 料10を御覧 いただきた いと思いま す。本日は 一億総活躍 社会を

実現する上で、 就業促進と 働き方の改 革が必要で あるという ことを強調 させて
いただきたいと思います。
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まず「１．成長と分配の好循環の実現に向けて」。総論でございますけれども、
打ち出すプラン では、日本 の最大の構 造問題とも 言っていい 少子化の克 服と持
続的な成長を実 現するため の総合的な 政策パッケ ージを示す ことが必要 である
と思います。そ の際には、 成長と分配 の好循環を 生み出して 拡大均衡を 図る観
点から政策を具体化すべきであると思います。
「２．就業促進と働き方改革の意義」でございます。新しい第１の矢と第２ ・
第３の矢をうま く循環させ るための重 要なポイン トは、真ん 中にござい ます労
働参加率の向上 と適切な労 働分配の実 現ではない かと思いま す。働きた い人が
それぞれの事情 に応じて多 様な働き方 ができる環 境の整備に 最優先で取 り組む
べきであると思 います。経 済財政諮問 会議でも、 働かない人 がいるとい うこと
は社会的な損失 であると位 置づけて、 これをなく すことを提 言させてい ただい
ております。
具体的には、以下のような取組が重要ではないかと思います。
まずは、非正 規労働者の 処遇改善。 賃金だけで はなくて、 残業手当、 ボーナ
ス、職業訓練な どについて も均衡な待 遇を通じた 同一労働・ 同一賃金の 実現が
必要ではないか と思います 。ちなみに 、私は非正 規という言 葉の使い方 はもう
やめるべきではないかと思います。
２つ目は、総 労働時間あ るいは長時 間労働の抑 制。これは ワーク・ラ イフ・
バランスを実現 するだけで はなくて、 女性に不利 な状況を変 える観点か らも、
実は均衡処遇にもつながると思います。
３番目が、定 年延長。あ るいは継続 雇用延長の 促進。そう いうことに 積極的
な企業を積極的に支援すべきであると思います。
４つ目は、保育士・介護士の処遇改善。
５つ目に、継続的な賃金や最低賃金の引上げが必要であると思います。
こうした取組を通じて、雇用者所得が増加し、それが消費の拡大につながり、
それがまた新た な投資の喚 起にもつな がると期待 されます。 さらに、若 者や子
育て世代の賃上げ、非正規労働者の処遇改善に重点的に取り 組むことによって、
結婚・出産・子 育てへの意 欲が高まり 、出生率の 改善も図ら れると思い ます。
こうしたメカニ ズムについ て、私は内 閣府にぜひ とも定量的 な分析をし ていた
だきたいと思います。
最後に、持続 的な取組の 必要性を申 し上げたい と思います 。今回、補 正予算
で緊急対策が組 まれました けれども、 これはあく までも一時 的な財源を 使った
ものでございま す。今後は アベノミク スの成果で 生まれた税 収等を活用 するこ
とで、こうした 問題に継続 的に取り組 んでいく必 要があるの ではないか と思い
ます。とりわけ 、保育士と 介護士の処 遇改善に継 続的に取り 組むための 財源を
確保すべきではないかと思います。
以上でございます。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。
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続いて、増田議員、お願いいたします。
○増田議員

ありがとうございます。

資料11を御覧 いただきた いと思いま す。表裏に なっており ますが、こ こで申
し上げたいこと は、一言で 言いますと 、多様性を いかに確保 していくの か。若
者、女性、高齢 者、障害者 などの全て の人が社会 に参加でき る。その中 にはフ
リーターとかひ きこもりの 人とか、そ ういうこと も含めて隅 々まで目を 配らせ
る。
もう一つ重要 な点は、働 き方の改革 。実はプラ ンをまとめ るに当たっ て、こ
の点にメスを入 れていくこ とが一番大 事な本命で ありまして 、①から⑤ まで書
いておりますけ れども、今 の高橋議員 とタブって おりますが 、同一労働 ・同一
賃金や「ブラッ ク企業」対 策等々、あ とは産休・ 育休の取得 しやすさと いった
こともあると思 いますが、 経済界の皆 様方とよく 議論をして 、ぜひこう いった
ことの実現を図る必要があると思います。
裏面の方は説 明いたしま せんが、一 言だけ政府 の方にやや 苦言めいた ことを
申し上げておきたいと思うのですが、それはこういうことです。
先般、政府機 関移転の関 係で各省を ヒアリング する機会が ございまし た。そ
の是非はこれか らも十分議 論をしてい けばいいの ですが、一 番気になり ました
のは、皆が異口 同音に、テ レビ会議あ るいはテレ ワークにつ いての理解 が非常
に低い。テレビ 会議を使っ ていますか と言いまし たら、全く 使っていな いとい
う話が皆から出てきました。
しかも、民間 ではいろい ろな現場か ら、あるい はグローバ ルに散らば ってい
る取締役などと 日常茶飯事 でテレビ会 議等で重要 な意思決定 をしている わけで
すが、あたかも 政府の重要 な意思決定 はそういっ たものでは なくて、東 京でみ
んなが顔を突き 合わせてや らないとで きないがご ときのそう いう発言。 テレビ
会議ではむしろ いいかげん なことしか できないが ごときのよ うに聞こえ る。そ
ういう発言等々がありました。
このままです と、まさに 女性が多様 な働き方、 家庭であれ 何であれ、 そうい
うところで重要 な役割をし ていくとき に、多様な 働き方を実 現できない 。企業
もさまざま、こ ういった問 題を考えて いく上で、 まず政府が 先頭に立っ て、テ
レビ会議等を、 あるいはテ レワークを 率先して実 行していく ことが非常 に重要
ではないかということで、あえて申し上げさせていただきました。
以上です。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございました。

それでは、榊原議員、お願いいたします。
○榊原議員

成 長と分配の 好循環を実 現するため に、労働分 野では賃金 の引上

げ、非正規雇用対策、働き方・休み方改革の３つが重要であると考えます。
私ども経団連 では、１月19日に今年 の春季労 使交渉に向 けて、2016年 版の経
労委報告を公表 いたしまし た。この中 で、今年の 労使交渉で は、経済の 好循環
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を力強く回すという社会的要請を受けて、名目GDP３％成長 への道筋も視野に置
きながら、収益 が拡大して いる企業に は、2015年 を上回る年 収ベースの 賃金引
上げについて前 向きに踏み 込んだ検討 を行うよう に求めてお ります。ま た、こ
れに加えまして 、若年層や 子育て世帯 への重点配 分を検討す るよう求め ており
ます。
また、今回の 経労委報告 では、非正 規雇用労働 者につきま しても時給 の引上
げや正社員への 登用、ある いは福利厚 生の充実な ど、非正規 雇用労働者 の総合
的な処遇改善を目指す必要性を強く訴えております。
一方、働き方 ・休み方改 革として、 経営者自ら がリーダー シップを発 揮して
自社の取組を進 めていくこ との重要性 を強調する とともに、 経団連とし ても休
み方改革キャン ペーンを実 施するとい ったことを 含めた会員 企業への働 きかけ
を強化しております。
経団連は、こ の経労委報 告の方針に つきまして 、経済界全 体に対して 広く理
解と協力を求め て、昨年を 上回る賃金 の引上げを 実現し、経 済の好循環 の実現
に貢献してまいりたいと考えております。
先ほど加藤大 臣から御紹 介がござい ましたけれ ども、安倍 総理の年頭 の記者
会見で、今年は「一億総活躍・元年 」の幕開けである、3.5兆円の補正予算でロ
ケットスタート を切るとい う大変力強 いお話がご ざいました 。また、国 会での
施政方針演説で も、一億総 活躍への挑 戦に向けて 数多くの具 体的な課題 あるい
は目標を打ち出されました。
これからまと める「ニッ ポン一億総 活躍プラン 」では、こ れら総理が おっし
ゃった課題や目 標全てを具 体的な施策 に結びつけ ていく必要 があると思い ます。
我々経済界とし ても、それ に向けて積 極的に貢献 ・協力して まいりたい と考え
ております。
私からは以上です。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。

それでは、白河議員、お願いいたします。
○白河議員

資料12でございます。よろしくお願いいたします。

「働き方改革で実現する『やすむと働くの好循環』」とい う提案をさせていた
だきます。この たびの会議 では、ぜひ 働き方改革 、その中で も長時間労 働の是
正に関する議論を深めていただきたいと思っています。
おめくりくだ さい。働き 方改革は、 生産性革命 であると同 時に少子化 対策で
す。今、家庭に起きている「パパはゾンビ 」問題というものがあります。「パパ
は死んだものと思っている」。そんな発言がワーキングマザ ーの集まりで出まし
た。多くの方が 賛同されま した。なぜ 、こんな発 言が出るの か。父親が いると
思うと、一緒に 育児をやっ てくれると 期待してし まう。いな いと思わな いとつ
らくてしようがないというのがママたちの心の叫びです。
フルタイムだけではなく、3,000人の主婦アンケートをとったところ、もう一
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人、子供を産み たいと思う ために「父 親が早く家 に帰ってく れること」 が必要
であるということが８位にランクインしていました。
男性からも、 ファザーリ ング・ジャ パンの調査 では、育休 をとりたい 。しか
し上司から、
「いつとるか」という声かけが必要である。と ることを前提として
肯定的に声をかけてほしいという意見が出ていました。
別の調査では 、１日10時 間以上の母 子の孤立化 というもの が起きてい ます。
男女ともに生産 性高く仕事 をし、早く 家に帰り、 独身の方も 自分の時間 が持て
る。笑顔で家族 で食卓を囲 める。男性 育休、独身 の方も有給 がとりやす く、ス
タート時点から 夫婦で育児 をすること が当たり前 になる。そ んな日が来 れば、
子育て世帯はもちろん、少子化の鍵である未婚者にも大きな影響があります。
まち・ひと・ しごと本部 の方で全国 の未婚者の 年収を調べ ていただい たとこ
ろ、男性は300万 円台、女性 は200万円 台。お二人 が経済力を 維持できな いと、
結婚も子供も希 望は持てま せん。男女 が希望のタ イミングで 結婚し、希 望どお
りの子供を持つ には、共働 き社会、男 女がともに 働き、とも に子供を育 てると
いう方向に国が はっきりと 舵を切って いくような 象徴的な施 策が必要に なりま
す。今のような 長時間労働 では「パパ はゾンビ」 問題が家庭 内で起きて 、それ
をみている次世代の男女はますます結婚に憧れなくなります。
それから、効 果的な働き 方改革とし ては２種類 が進行して いると思い ます。
１つが労働時間 のコントロ ールです。 もう一つが テレワーク を使った柔 軟な働
き方です。
労働時間のコ ントロール で、時間の 制約がある 人材の方に もフェアな 競争が
できます。特に 女性には効 果的で、希 望を持ち、 定着し、活 躍していく 。大和
証券の19時前退社などが大変良い事例であると思います。
テレワークは 黒船で、女 性活躍、ダ イバーシテ ィーが進ん でいない企 業も、
これを取り入れると一気に働く文化が変わる可能性があります。
この二つのことを働き方改革としてぜひ主導していただければと思います。
では、これを 具体的にど う進めるの か。女性活 躍推進法が 大変すばら しい、
よくできたもので、こちらの中に平均残業時間の開示という ものがございます。
こちらの数字を 公表し、目 標を定め、 改善してい る企業への インセンテ ィブを
厚くする。また は男性の育 休取得率を ぜひ基礎項 目４項目の ５項目に加 えてい
ただきたい。男性育休問題は働き方改革問題でもあると思います。
最後に、予算 をかけず分 配効果を高 めることの 提案です。 給付のタイ ミング
の悪さで国民の 生活を圧迫 していると いうものが ございます 。例えば、 育児休
業の給付金は休 業に入って から３カ月 または４カ 月後に振り 込まれます 。それ
から、児童扶養 手当は４カ 月に１度と なっていま す。このよ うなことを リスト
アップして、給 付のタイミ ングの問題 だけで国民 が非常に生 活しにくい 、制度
が使いにくいことが起きているものをぜひ是正していただければと思います。
長くなりましたが、以上でございます。よろしくお願いいたします。
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○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。

続いて、三村議員、お願いいたします。
○三村議員

資料はありません。

少子高齢化に 直面した我 が国が経済 を活性化し て安定的な 成長を実現 するた
めに、国民一人 一人がその 能力を発揮 できる一億 総活躍社会 は何として も実現
しなければいけない課題であると思っています。
既に私ども中 小企業にお きましては 、人手不足 が大きな経 営課題とな ってお
りまして、直ち に対策を講 じなければ ならない深 刻な状況で あります。 残され
た時間は少ない という危機 感の共有が 必要である と思ってお ります。我 が国の
人口減少という 構造的な課 題に対して 、政府とし て初めて明 確な目標を 設定す
るとともに、網羅的な対応策をまとめたことを高く評価した いと思っています。
やるべき対応 策の項目出 しはほぼ完 了しまして 、それらを 実行する段 階に入
りました。今後 、この会議 で働き方改 革や子育て ・介護など 、各論につ いて実
効性のある対策 を取りまと めなければ なりません が、それと 同時に、こ れらの
対策はすぐに効 果の出るも のではあり ません。成 果を信じて 、粘り強く 、継続
して実行するこ とが大事で あります。 そのために はどうして も、何回も 繰り返
しておりますけれども、安定した恒久財源が必須となります。
したがいまして、将来の「成長の果実の分配」、これはす ばらしいことである
と思いますけれ ども、それ を得るため にも当面は 社会保障改 革のような 「負担
の分配」、例えば社会保障費を高齢者対策から少子化対策にシフトすること、そ
れから、高齢者 の所得格差 の大きさを 踏まえて応 能負担を取 り入れるこ と、あ
るいは、消費税 の増税、規 制緩和の推 進など、一 部の人には 痛みを伴う 施策に
ついても断行することが必要だと思います。
安定政権でな ければ行う ことのでき ない難しい 課題である と思います ので、
政府を中心として力を入れて取り組んでいただきたいと思います。
以上であります。ありがとうございました。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございました。

続いて、大日方議員、お願いします。
○大日方議員

大日方です。

私からは「ニ ッポン一億 総活躍プラ ン」の策定 に向けて、 今後議論す るテー
マということで 、ぜひ教育 についての 視点を取り 上げていた だきたいと いう、
今日はこの１点をお話ししたいと思います。
親の視点とい う意味では 、親が働き やすくなる ための環境 整備が進ん でいる
と思います。こ れに加えて 、子供自身 が自己成長 をし、社会 で活躍する 。そう
いうことができ るための視 点というも のを持ち合 わせた施策 をぜひ、こ のプラ
ンの中でやっていきたいと思っています。
力をつけるた めには、や はり子供た ちの教育の 質が重要に なると考え ていま
す。潜在的に力 がある子供 たちが、例 えば経済的 な困難な家 庭に育って いる子
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供たちはまだま だ学習の機 会が少ない という実情 もあります 。また、若 者が学
び続けるような 体制、やり 直せるよう な体制につ いても、も っと整備が 必要で
はないかと考えています。
教育と福祉と 就労、それ ぞれの、今 、ばらばら になってい る支援を横 につな
ぐ。そして、一 気通貫に子 供の発達支 援に応じた 支援をでき るようなシ ステム
について、ぜひ検討していただきたいと考えております。
資料13は以上なのですが、私ごとで恐縮なのですが、１つ御報告があります。
実は私自身が社 会人学生と して勉強を 続けること をこの春か ら決意いた しまし
た。キャリア形成に必要と考えての判断です。
職場の理解と か働き方と いうものは 、自分自身 がますます 重要になる という
こと。それから 、障害があ る学生とい う立場で、 学生として20年ぶりに 戻る教
育の現場でどのような支援が進んでいるのかということも期待しています。
多分、課題も 見えてくる と思います 。ぜひ、ま たこの会議 の場で提言 ととも
に御報告したいと思います。
ありがとうございました。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございました。

続いて、工藤議員、お願いいたします。
○工藤議員

工藤です。よろしくお願いします。

資料15は、白 河議員と松 本議員とと もに「ニッ ポン一億総 活躍プラン 」策定
において、プラ ンの骨子と していただ きたい３本 柱を書きま した。「『分 配と成
長の好循環』と 財源創出」、「『休むと 働くの好循環 』と少子高 齢化対応」、「『包
摂と投資の好循環』と貧困対策」です。
また国民全体 に、どこを 目指すのか というこ とで「マイ ルストーン 」2035年
というものを提 案します。18年後とい うのは産ま れたばかり の子供が現 行制度
下における選挙 権を有しま す。現在の 小中学生が 結婚と家族 を形成する 世代と
なります。また 、18歳は出 産・育児の 当事者世代 になります し、ここに 参画し
ている私を含め 、ほとんど の人間が彼 ら・彼女ら に支えてい ただく年齢 になる
かと思います。
各種プラン実行 に当たって のモデル検 証がそれ ぞれ必要に なってくる と思い
ますので、検証 可能な予算 の確保とい うものを含 めて意見書 を出させて いただ
きました。
その上で資料14になりま すけれども 、私は次代 を担う若者 ・子供たち が抱え
る困難や課題に 対応する支 援体制の構 築に政府・ 行政・民間 が一体とな って取
り組むべきであると考えます。
子ども・若者 育成支援推 進法ができ まして、総 理を本部長 とする「子 ども・
若者育成支援推 進本部」も 設置されま した。しか し、そこに は担当所轄 部局が
明確になってい ない致命的 な欠落がご ざいます。 特に制度や 政策ができ まして
も、自治体にお いて担当所 轄部局が定 まらないた め、スムー ズにそれが 履行さ
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れないことが現 場で散見さ れます。ぜ ひ、子ども ・若者省の 設置など、 将来に
つながる大胆な アイデアに ついてもプ ランの中で 検討をお願 いしたいと 思って
おります。
また、子供・ 若者支援に おいては「 子ども・若 者支援地域 協議会」が フロン
トラインとして 設置をされ つつありま すけれども 、そこには ネットワー クや協
働の理念が掲げ られており ますが、そ こに生まれ るすき間や 切れ目によ って支
援がしづらくな り、またつ なぎ目の薄 さによって 余裕のない 対応に迫ら れてお
ります。それを 改善するた めに、柔軟 な支援やア プローチが 可能となる ブラッ
クボックスアプ ローチやマ ルチセクタ ー／ジェネ ラリストと しての支援 者育成
と展開ということが今、必要です。
この取組を継 続的に行う ためにも、 子供・若者 を支える既 存の予算の みなら
ず、ソーシャル インパクト ボンドや自 由度の高い 交付金など を組み合わ せた社
会投資ポートフ ォリオを組 める枠組み を必要とし ております 。支援を受 けた若
者たちの中には 、自信と経 験を獲得す るため、ア ルバイトか らキャリア をスタ
ートさせる方々 が多々おり ますけれど も、支援の 先に無業や 非正規、貧 困が存
在することもあ りまして、 貧困に対し て包摂と投 資を、少子 化対策とし ての安
定した仕事や、 休むと働く の好循環、 雇用対策、 働き方改革 のセットプ ランが
策定できることを望みます。
各論点に紐づく 現場からの 御提案に関 しては、 次回以降に 提言させて いただ
きます。
○加藤一億総活躍担当大臣
○松爲議員

では、最後に松爲議員、お願いします。

文京学院大学の松爲でございます。

私は、1970年代 から障害 者の雇用に ついて研究 や発言を続 けてきまし た。で
すから、この国 民会議で多 様な働き方 改革の対象 に障害者も 加えられた という
ことは、障害者の問題を福祉ではなく雇用の視点から取り上 げたという意味で、
大変意義のある ことと考え ています。 また、この 分野に携わ る多くの関 係者が
注目しているところです。
そうした障害 者の雇用に 長期に関わ ってきた経 験をもとに 、障害者雇 用をさ
らに促進させる には、資料16に示した 多くの課題 があること を指摘した いと思
います。時間的 な制約もあ ってこの全 項目を話す ことはでき ませんので 、今回
はこのうちの２ つの課題、 １番目に就 労支援機関 をどう充実 するかとい うこと
と、２番目に協同労働の拡充に焦点を絞ってお話しさせて頂きます。
１番目の就労支援機関の充実については２ページから始まります。
就労支援機関の 充実につい ては、まず 、特定の 障害への対 応を強化し なけれ
ばなりません。 次に、定着 支援を強化 しなければ なりません 。そして、 支援水
準の引上げと設置を進めることです。
３ページに示したように、現在、障害者雇用は極端に右肩上がりの上昇です。
この状況をどう 支えてゆく かが非常に 大きな課題 です。企業 には障害者 雇用が
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義務化されてい ますし、平 成30年度か らは精神障 害の人たち も雇用義務 の対象
に入ります。で すが、今、 企業が抱え ている大き な課題は、 障害のある 人たち
の離職です。障 害者が離職 してしまう と法定雇用 率の達成が 困難になっ てしま
うため、企業は 障害者の職 場定着に向 けた努力を 重ねて来て いるのです が、も
はや、企業だけ では持ちこ たえられな い現状です 。そのため に、外部の 支援機
関をどのように利用するかが大きな課題になっています。
４ページには 我が国にお ける就労支 援の流れを 示しました が、その真 ん中に
位置するのが障 害者就業・ 生活支援セ ンターです 。その活動 は５ページ に示す
ように、福祉と 雇用をつな ぎ、障害の ある人が地 域生活と職 業生活の双 方を継
続できるよう支 援する機関 です。です から、企業 が障害者雇 用に際して 最も期
待するのがこの センターで あり、また 、実際のと ころ、６ペ ージにあり ますよ
うに活動内容が増加の一途をたどっています。
ところが、企業 の希望に応 えようとす ると、７ ページにあ るように、 このセ
ンター には 課題が たく さん あり ます。 その 一部 を取り 上げ ます と、「障害 者就
業・生活支援セ ンターの支 援水準の引 上げ」です 。継続して 質の高いサ ービス
を提供するため には、お金 も含めて、 人員配置も 含めた安定 的に運営で きる体
制が不可欠です 。これを充 実しないと 、企業は自 ら支えてく れる基盤を 失うこ
とがあります。ぜひとも、この体制を充実していただきたいと思います。
２番目の協同労働の拡充については８ページから始まります。
民間議員の何 人かの先生 方が働き方 改革につい て触れてお られました 。そう
した、働き方改 革の一つの 具体的な動 きが、協同 労働という 考え方だと 認識し
ております。こ れは「共に 働く・共に 生きる・地 域をつくる 」ことを一 体的に
捉えた場として協同労働組合を設立し運営するものです。
９ページの右側 にあるよう に、協同労 働として 実践されて いる仕事は 非常に
たくさんありま す。介護か ら含めまし て、いろい ろな仕事を 多面的に行 われて
います。働く場 や仕事その ものを提供 する組合活 動は、こん なにも多様 な仕事
を担っているということです。
こういった多面 的な仕事は 、11ページ の右側に ありますよ うに、たく さんの
人が加わることが可能です。生活貧困の人たち 、ひきこもりの人たち 、障害者、
高齢者、次代を 担う子供た ち、Ｕター ンを望む人 たち。こう したいろい ろな人
たちが協同労働 に入ること によって、 地域を支え るいろいろ な課題の担 い手と
して動いており ます。まさ に、社会的 弱者と言わ れるあらゆ る人が協同 して働
くことを通して地域を創生する活動そのものです。
ですが、こうし た活動を推 進させるた めに基本 的に大切な ことは、協 同労働
のできる仕事そのものを十分に確保することです。12ページ にありますように、
協同労働をより 一層推進さ せるための 具体的な手 だての幾つ かは既に行 われて
いるものの、こ れをどのよ うに担保す るかを考え てみると、 一番大切な ことは
仕事をどのように確保して組合員に提供していくかということでしょう。
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そのためには 、協同労働 を推進する 組合法をぜ ひとも作っ て頂きたい と思い
ます。法律で担 保されるこ とによって 、協同労働 への信頼の 高まりと受 注仕事
の増大が見込ま れるでしょ う。協同労 働は、国民 会議の議題 になってい る働き
方改革、多様な 働き方、そ して地域創 生につなが る具体的な 案であると 思いま
す。既に現場で 活動してい るものです から、法体 系化の可能 性としては 非常に
高いと思ってお ります。ど のようにし てこれを実 現させるか ということ につい
て、議員の皆さんの御協力をよろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
○加藤一億総活 躍担当大臣

ありがと うございま した。議員 全員からお 話をい

ただきました。 今日は御欠 席の土居議 員、樋口議 員の資料は 資料17、資 料18に
ついておりますので、御参考にしていただければと思います。
続きまして、 政府側から の御発言を いただきた いと思いま す。あらか じめ御
希望を聞いておりますので、まずは指名をさせていただきたいと思います。
まず、石原大臣からお願いいたします。
○石原経済再生 担当大臣

どうも皆様 、初めまし て。石原伸 晃でござい ます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
資料19は読ん でいただけ ればわかる と思います ので、割愛 させていた だきた
いと思います。
強い経済を実 現して、子 育て支援と 社会保障に つなげる。 これまで御 議論い
ただいておりま す成長と分 配の好循環 というもの を創り上げ るためにも 、やは
りこの一億総活 躍国民会議 の皆様と連 携して、今 も障害者雇 用の話とか 、大変
ためになるお話 をいただき ました。精 力的にこれ からも議論 を進めてま いりま
すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。

それでは、石破大臣、お願いします。
○石破地方創生 担当大臣

働き方改革 はしていか なければな りません。 いつか

の会議でも御紹 介しました が、例えば 出生率が一 番高いとこ ろと低いと ころで
３倍の違いがある。平均初婚年齢も14歳も違うということは、それぞれの地域、
地域にいろいろな問題がございます。
白河議員から 御指摘をい ただきまし たように、 全部の市町 村のいろい ろなデ
ータは全てのと ころに送っ ております が、これを 使いまして 地域働き方 改革会
議を各都道府県 につくって いただいて いますので 、そこと連 携をしなが らやっ
てまいりたいと思います。
また、自治体 が自由に使 える交付金 、あるい はCCRC。そう いうものも 法律上
きちんと位置づけて推進をしたいと思っております。
それぞれの行 政でかなり の違いが出 てきており まして、先 般『東洋経 済』で
は快適度全国ナ ンバーワン という愛知 県長久手市 というもの があるので すが、
そこの市長さん は冷たい市 役所という ものが大事 なのだと。 何でもやっ てくれ
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る市役所という ものは、そ れは経済が 成長してい るときだけ なのであっ て、住
民一人一人が役 割を持たな ければだめ で、そうい う市役所を つくるとい うこと
で市民に対して運動していただいている。
また、島根県 雲南市など というとこ ろは市民の 方々が、行 政がやって くれな
いということを 今まで言っ てきたので すけれども 、最近にな って行政が やらせ
てくれないというふうに意識が変わってきたところが出てきております。
これは国民運 動でもござ いますので 、閣僚の皆 様と連携し ながらやっ てまい
りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○加藤一億総活躍担当大臣
○馳文部科学大 臣

では、馳大臣、お願いします。

理想の 子供数を持 てない最大 の理由は、 子育てや教 育にお

金がかかり過ぎ ることとい う調査結果 が示されて おり、少子 化の最大の 要因は
教育費負担にあ ります。幼 児教育無償 化の段階的 推進、奨学 金の充実な ど、教
育費の負担軽減を図ってまいります。
また、補習指 導や少人数 指導等の充 実による学 力底上げ、 スクールカ ウンセ
ラー・スクールソーシャルワーカーの配置拡充、地域未来塾の推進など、学 校・
地域を通じた子供の貧困対策を推進することも重要です。
さらに、障害 のある子供 、不登校児 童生徒、高 校中退者、 児童養護施 設で生
活する子供、外 国人児童生 徒等への自 立支援を充 実するとと もに、再チ ャレン
ジ・キャリアア ップのため の学びや高 等教育機関 における学 び直しの支 援等を
図ることも重要です。
加えて、生産 性革命に向 けて、新た な付加価値 の創出をも たらす科学 技術イ
ノベーションや 世界トップ レベルの人 材を輩出す る高等教育 改革の推進 、スポ
ーツGDP・文化GDPを通じた 新たなビジ ネスの創設 ・拡充、生 涯学習や地 域の生
活・防災の拠点 として学校 の老朽化対 策やトイレ ・空調整備 も重要と考 えてお
ります。
以上です。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。

それでは、塩崎大臣、お願いいたします。
○塩崎厚生労働大臣

ありがとうございます。

お手元に資料21というも のがござい ますが、１ ページをお めくりいた だきま
すと、ここは去 年まとめら れました緊 急対策を具 体化するた めに、厚生 労働省
として平成27年 度補正予算 、平成28年 度予算案で の対応と、 通常国会に 関連法
案を提出してまいりますので、それをお示しいたしました。
２ページ目を 見ていただ きまして「 ニッポン一 億総活躍プ ラン」に向 けて、
厚生労働省とし て３つの柱 を立てて積 極的に検討 を進めてま いりたいと 思って
おります。
１点目は、今 日繰り返し 出てまいり ました働き 方改革であ りますが、 昨日新
たな懇談会を立ち上げました。これは総理の施政方針演説で も触れられました、
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気仙沼ニッティ ングの御手 洗代表初め 幅広い若手 の人材を中 心とした14名のメ
ンバーで構成する「『働き方の未来2035：一人ひとりが輝くために』懇談会 」と
いうものを新た に昨日立ち 上げまして 、中長期的 な展望に立 って、これ までの
単なる延長線ではない検討を進めていこうということでございます。
また、全産業 の生産性革 命と成長産 業への労働 移動促進な どに向けて 、厚労
省の政策ツール と金融機関 の企業再生 や起業支援 策との連携 ・コラボな ども開
始しております。
２点目であり ますが、社 会保障の機 能強化・人 材確保が必 要で、既に １月12
日に「介護のシ ゴト魅力向 上懇談会」 というもの を立ち上げ まして、介 護ロボ
ット、ICTによる介護現場の生産性向上などについての議論 を始めたところでご
ざいます。
３点目は、新 たな時代の 地域づくり として、介 護と子育て のダブルケ アなど
複雑化をいたし ております ニーズに応 えるための 福祉改革や 地域コミュ ニティ
ーの「支える力」の強化、先ほど工藤 議員からお話が出ましたけれども、SIB（ソ
ーシャルインパ クトボンド ）など、民 間力の活用 というもの についても しっか
り取り組んでいきたいと思っております。
このほか、昨年12月に立ち上げました懇談会を中心に、医療系のベンチャー、
若い人たちの新 しい発想を 育てていこ うというこ とで取り組 んでおりま して、
その成果をプランにも取り込んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございます。

ほかの大臣から、よろしいでしょうか。
それでは、最後に安倍内閣総理大臣から御発言をいただき たいと思いますが、
ここでプレスの入室をお願いいたします。
（報道関係者入室）
○加藤一億総活躍担当大臣
○安倍内閣総理 大臣

それでは、総理、お願いいたします。

いよ いよ「一億 総活躍・元 年」の幕が 開きました 。昨年

11月に、この会 議で取りま とめた「一 億総活躍社 会の実現に 向けて緊急 に実施
すべき対策」に ついては、 補正予算、 来年度予算 の編成を通 じて、さっ そく具
体化を図りました。更に関連する多数の法案を、この国会に提出をいたします。
まずは先週、補 正予算が国 会で成立し 、ロケット スタートを 切ることが できた
と考えております。
今春取りまと める「ニッ ポン一億総 活躍プラン 」について は、より構 造的問
題を取り上げたいと思います。本日の御議論を踏まえ、生産性向上問題のほか、
特に次の３点を骨格としたいと考えます。
第一に、働き 方改革です 。具体的に は、同一労 働同一賃金 の実現など 非正規
雇用労働者の待 遇改善、定 年延長企業 の奨励等の 高齢者雇用 促進、総労 働時間
抑制等の長時間労働是正を取り上げます。
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第二に、子育 て・介護の 環境整備で す。緊急対 策では、保 育所、介護 施設等
の整備促進を決 定しました が、総活躍 プランでは 、保育・介 護人材の確 保のた
めの介護職及び保育士の待遇改善を取り上げます。
第三に、成長 と分配の好 循環のメカ ニズムを示 すとともに 、その効果 をでき
る限り定量的に 示したいと 考えます。 この点は、 経済財政諮 問会議にも 御協力
をいただきたいと思います。
そのほか、本 日、御議論 があった若 者・女性・ 障害や難病 のある方の 就業促
進、格差を固定 化させない ための子供 の教育問題 なども取り 上げたいと 思いま
す。
以上の論点に ついて、国 民会議にお いて、毎回 テーマを決 めて御議論 いただ
きたいと思います。
さらに、総活 躍プランに おいては、10年間のロ ードマップ を策定しま す。第
一の矢については石原経済再生担当大臣を中心に、第二、第三の矢については、
加藤一億総活躍担当大臣を中心に策定をお願いしたいと思います 。関係大臣は、
御協力をよろしくお願いします。
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございました。

それでは、プレスの方は御退室をお願いいたします。
（報道関係者退室）
○加藤一億総活躍担当大臣

ありがとうございました。

本日は「ニッ ポン一億総 活躍プラン 」の策定に 向けて大変 御活発な議 論をい
ただきましたことに改めて御礼を申し上げたいと思います。
次回以降の国 民会議につ きましては 、今、総理 からもお話 がございま した討
議テーマ等を決 めて進めて いきたいと 思いますが 、そのテー マ、日程等 につき
ましては、事務局から後日連絡をさせていただきたいと思います。
本日の会議の 概要につき ましては、 私から記者 説明を行い ます。また 、議事
要旨につきまし ては、これ までと同様 、発言者の 皆様にチェ ックをいた だいた
後に公表させていただきたいと思います。
この後の記者 の方のぶら 下がりもあ ろうかと思 いますが、 御自身の発 言に限
っていただきたいと思います。
それでは、以 上をもちま して、第４ 回の「一億 総活躍国民 会議」を終 了させ
ていただきたいと思います。
大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。
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