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ひとり親家庭等の在宅就業支援事業評価検討会（第３回） 

平成２６年６月１０日 

 

 

【度会室長補佐】  定刻となりましたので、ただいまから第３回ひとり親家庭等の在宅

就業支援事業評価検討会を開催いたします。 

 本日は、委員５名全員のご出席をいただいております。委員の皆様には、お忙しい中お

集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 また、本日、事務局ですが、小野家庭福祉課長、都合により欠席となっております。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。 

 また、傍聴される皆様におかれましては、傍聴時の注意事項の遵守をよろしくお願いい

たします。 

 それでは、議事に移りたいと思います。山崎座長、よろしくお願いします。 

【山崎座長】  ありがとうございます。今日は全員出席ということで、始めさせていた

だきたいと思います。 

 今日は、皆様のお手元に幾つかの資料があると思いますけれども、今日は特に議論の整

理、骨子案というところに時間を多く割きたいと思いますので、どうぞご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、まず初めですけども、お手元の資料の確認を事務局でお願いできますか。 

【度会室長補佐】  それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料は、議事次第、資料１、資料２となっております。このほか、委員の皆様にお

かれましては、机の上のほうですが、これまでの第１回及び第２回の資料をファイル化し

たもの、それから参考資料という形で在宅就業支援事業のこれまでの状況につきまして、

お配りしております。 

 資料１のほうが、「第１回及び第２回検討会での主な意見等」、それから、資料２が、「ひ

とり親家庭等の在宅就業支援事業評価検討会 議論の整理 骨子（案）」となっております。

資料の欠落等ございましたら、事務局までお申しつけください。――よろしいでしょうか。 

【山崎座長】  よろしいですか。――はい、ありがとうございます。 

 では、今、資料のご説明、これからしていただくのですけれども、先ほど申しましたよ
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うに、事務局から説明をいただきまして、議論の振り返りを、まず最初にさせていただこ

うかと思います。そして、それに基づきまして、資料２ですけれども、その説明を受けて、

論点に沿って意見をいただくということにしたいと思います。安心こども基金で実施され

たひとり親家庭等の在宅就業支援事業の評価も、できれば、できるところまで行ってみた

いと思いますので、それでは資料についてのご説明から入りたいと思います。よろしくお

願いします。 

【度会室長補佐】  それでは、資料１につきまして、ご説明申し上げます。 

 資料１の「第１回及び第２回検討会での主な意見等」という形で整理させていただいて

おります。これは、第１回及び第２回検討会で委員の方々、それから参考人の方々からい

ただきましたご意見を、各事項別にまとめさせていただきました。少し長くなりますが、

内容についてご説明させていただきます。 

 まず、①の「事業の意義・ニーズについて」ですが、１つ目ですが、在宅就業について

は、母子家庭を中心にニーズがある。それから、子どもの面倒を見ながらできる仕事があ

れば仕事をしたいとのニーズがあった。 

 ２つ目ですが、在宅就業につきまして、自営業という位置づけなので、かなり不安定な

状況にあるというのが在宅就業の現状であり、それを踏まえた上で母子世帯が就業可能な

体制を整えるという面では意義があると考える。 

 ３つ目ですが、事業全体としては、目的である在宅就業の拡大に向けて、能力開発、相

談支援等を一体的に行うという目標はとてもよいということ。今後も、その目標を設定で

きればと考える。しかし、子どもはいずれ成長していくので、いつまでも在宅で働くとい

うのではなく、在宅就労がその後の就業に結びつくようなプログラムや方策を考える必要

があると思われる。 

 ４つ目ですが、この事業が導入された背景には、マルチジョブホルダーという母親がい

るという現実があり、ひとり親家庭を助けようとの趣旨で在宅就業を推進する必要がある

との理念が当初あった。 

 ５つ目ですが、ひとり親家庭の母親にとって、精神的に落ち込んだところから仕事とし

て訓練をしていく流れは大変有効であることから、この事業は非常に意味があったと思う。

ただし、やり方において、もう少し工夫が必要な面があり、訓練修了後に何らかの形で雇

用に結びつけていく必要があるのだが、その道筋が今の段階ではあまりよく見えていない

というご意見がありました。 
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 それから、参考人のほうからですが、在宅就業は、母子家庭の経済的自立の一端にはな

るかもしれないが、一つの安定した就労に就けるということを目標として在宅就業支援事

業に取り組んだというご意見がありました。 

 それから、２つ目ですが、在宅就業というのは、個々の状況に寄り添って支援すること

ができる数少ない事業のようにも考えるというご意見。 

 それから、３つ目ですが、ひとり親のお母さんは、再婚しなければ寡婦になる。例えば

３０歳で離婚を経験すれば、３５年間、お母さんが働き続ける。これにはキャリア教育と

いうのが欠かすことができないというご意見があります。 

 それから、４つ目ですが、団体等で調査した中では、在宅就業について、主な仕事とし

てやりたいという方はほんとうに少なく、副業としてやりたいという方が４０％であった。

地域別では、町村部の方が比較的多いという印象を受けたというご意見がありました。 

 それから、星印ですが、これは委員の皆様からご質問があって、それに参考人の方がお

答えした内容になっております。 

 ご質問のほうですが、在宅での就業を支援することを目標に制度をつくると、むしろ低

所得のまま仕事をするという環境に追い込まれる可能性があるのではないかという質問に

対しまして、在宅で自立ということは無理だから、全て在宅に誘導することはなく、就職

に持っていくことにしたというご意見。 

 それから、外に出て働くことができない、ひとり親や障がい者が、在宅就業の支援を求

めているという、こういった観点から費用対効果とは別の観点かと思うというご意見があ

りました。 

 ②の「対象者について」ですが、１つ目ですけども、全体のパフォーマンスを構成する

要素を考えると、トレーニングの質の問題、それから委託事業者の業務開拓がどれぐらい

行えるのかが非常に重要。また、個々のスキルの評価として、エントリーの段階での状況

などが重要であるということ。それから、トレーニングを受けていればよいと考えている

人も相当程度いるのではないかというご意見がありました。 

 ２つ目ですが、子育てをしながら就業を継続することは、ひとり親に限った問題ではな

いということ。ひとり親の方でも、保育所に子どもを預けて仕事をすることは十分可能で

あり、ひとり親だけに在宅就業を普及させる必要があるのかというご意見。さらに、在宅

就業は低賃金になりがちなものであり、そういった低賃金になりがちな在宅就業の支援で

はなく、一般的なひとり親の能力に応じた仕事ができるような、在宅に限らない職業訓練
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をしていくのが望ましいのではないかというご意見がありました。 

 ３つ目ですが、あえて、このような就業形態を推し進めるのではなく、必要とする母親

がいる場合は、状況に応じて支援することも可能であり、支援対象もひとり親家庭に限定

する必要はないというご意見があります。 

 それから、参考人のほうですが、在宅就労が向いている対象はどんな方なのかというこ

とは、精査して考える必要がある。 

 ２つ目ですが、子育てと就業を両立しなければならないひとり親、とりわけ乳幼児や障

害児を養育しているひとり親、ひとり親自身が精神的な障害等を抱え、通勤や集団での就

業が困難なケース、遠隔地に居住しているため、そもそも就業機会が乏しいひとり親にと

って、在宅就労は有効ではないかと考えているというご意見がありました。 

 それから、ご質問の中で、この事業が一番必要としている人々は、この事業を利用でき

ているのかというご質問がありまして、一定のやる気とか、能力・体力もある人でないと

できない事業なので、結果として、弱者の中でも少し上の方が助けられているのが現状に

なっているのではないかというご質問に対しまして、これは参考人からのご回答ですが、

各自治体で応募者は多い。その中で優先順位をつけて選ばなければならない状況であると。

しかし、在宅就業の仕事を取ってくるというのは、ほかの民間との競争もあるので、やは

り厳しいという現実は抱えている。一番支援を届けたい人に在宅就業の仕事を優先的に回

したり、就業紹介もしてというような役割も担っているというお答えがありました。 

 ③の「事業受託者について」ですが、在宅就業では、ＩＴ事業のほうがわかりやすいと。

ＩＴ事業の場合は、各自治体で個別に実施するよりも、例えばＩＴの業務があった場合は

１カ所で作業を集約して、適任する人に仕事を振り分けるなど、ヘッドクオーターのよう

なセンターのようなものがあれば効率がよいと。民間でも、そうした機能を持つところは

あるといったご意見がありました。 

 次に、委員からのご質問ですが、受託事業者の取り組みについて、どのように見ている

かというご質問につきまして、これは参考人からですが、福島県も北海道も、事業者が自

治体と連携して、もともと素地があったので成功事例をつくることができたと。福島県で

は被災地という事情もあって、仕事を受注できた。それから、北海道は人数は多いが、単

価が低いという状況です。 

 ２つ目ですが、ひとり親、高齢者、障がい者、特に精神障害者のフォローアップは大変

厳しいものがあるが、これを行って初めてテレワークの意義が存在するんだということも
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言っていると。 

 ３つ目ですが、全ての人が在宅就業に向いているわけではない。無理なダブルワークな

どの解消は、パソコンスキルなどＩＣＴの技術を身につけて、正規雇用や安定的雇用につ

ながるものは、これに当たる。外に働きに出にくい期間は、在宅就業で副業的な収入を得

るとともに、キャリアを中断させないということが女性の再就職にとって大事であるとい

うご意見がありました。 

 ④の「教育訓練・訓練手当について」ですが、訓練の内容はＩＴが中心なので、ここで

身につけたスキルは在宅でのスキルだけではなく、雇用者として働いた場合にも役立つも

ので、将来的には自分たちの状況に応じて雇用の形で働こうという選択肢も可能であると

思われるというご意見。 

 ２つ目ですが、業務内容を見ている限りでは、訓練期間が６カ月もかかるものには見え

ないと。在宅就業を希望する母親には２種類があり、メーンの仕事をしながら在宅就業を

希望する方、それから在宅就業だけを専門的にやりたい方があり、母親の状況によっては

訓練期間にばらつきがあってもいいのではないか。そのような制度設計があれば、母の状

況にフィットしたのではないかというご意見がありました。 

 次ですが、ｅラーニングを通じて仕事を身につけるイメージが難しいと。それから、来

てもらって学習するのであれば、２週間ぐらいのトレーニングで済むように思われるとい

うご意見があります。 

 次に、ひとり親の中にはＤＶ被害者など、外出できない方がいると。このため、こうし

た方々については、寄り添い型の支援をすると結果は違ったかもしれない。ひとり親のさ

まざまな条件を加味して支援する必要があるのではないかというご意見がありました。 

 次に参考人ですが、訓練については、時間を割いて訓練に通所型で参加するのは難しい

というご意見。 

 それから、在宅就業支援事業ではｅラーニングを導入しているが、それだけではなく、

フォローアップや訓練生のコミュニケーションの機会を図るため、土日、平日夜間等に集

合訓練を実施しているというご意見。 

 それから、次に、働きながら訓練を受けなければならないため、仕事と訓練を無理なく

並行して継続するために訓練期間を長めにとっているというご意見。 

 それから、次ですが、訓練手当が支給されるというのは、収入を得られる貴重な時間と

なり、訓練への大きな動機づけとなっているというご意見。 
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 それから、次のご意見ですが、受講前に無職の方で、訓練を受けた後に自分で就職され

た方は、訓練による就職への自信を持った方が多い。また、在職で訓練を受けた方は、ス

キルを身につけるということで、職場での待遇が変わるというご意見がありました。 

 次に、今回のようなｅラーニングを使った就業支援の有効性はどの程度あるのかという

ご質問に対してですが、受講者は、ちょっとしたことでつまずくので、全部遠隔地でｅラ

ーニングだけでパソコンスキルが上がるというのは、なかなか難しいというご意見。 

 それから、次に、訓練手当がないと受講者が集まらないのか。ある程度なくても無料の

意義ある講習には集まるものなのかというご質問に対しまして、ｅラーニングとはいえ、

時間を割かれると。時給７００円、８００円で働いている人はたくさんおり、その時間を

削られなければならない。その時間をとられるぐらいなら、訓練を受けないという選択肢

もあるというご意見がありました。 

 次に、⑤の「事業のコストパフォーマンスについて」ですが、データを見ると、就業の

状況はかなり厳しいものであり、事前予想と一致しているものが見られるというご意見。 

 それから、次の５ページ目に移りますが、現時点では、ひとり親家庭等の在宅就業支援

事業はやめたほうがいいのではないかというご意見がありました。 

 次のご意見として、今回の成果の一つとして、在宅の業務が提供されやすい環境づくり

には貢献したが、その仕事が必ずひとり親に届くとは何の保証もなく、在宅の業務の拡大

を狙っても、ひとり親に行き渡るかはわからなく、未知数に思われる。ひとり親の業務支

援としては、在宅就業の推進は費用対効果を考えれば、もったいない気がするし、他の支

援に使うべきではないかという、あくまでも現段階での印象というご意見がありました。 

 次に参考人のほうとしては、報酬の面では厳しいという現状がある。ただし、ひとり親

家庭の在宅就業に限ったことではなく、日本全体の在宅就業そのものについての傾向かと

思っているというご意見。 

 それから、費用対効果から言うと、平均で２５０万円ぐらい費用がかかる、この在宅就

業支援で、ダブルワークとして月１万円の副収入が得られるというのを、効果が上がった

と見なせるのかどうかというのは検証の必要があると思うというご意見がありました。 

 ご質問のほうですが、全体的な評価としてどのように考えているのかということにつき

ましては、結果的なコストと収入を考えると、どうかなと思っていると。ターゲットを絞

ったところで、丁寧な支援をしていくのかというようなことなのかというご意見。 

 それから、就労支援であれば、ほんとうに困難を抱えている方、中卒の資格しかない方



 -7-

がたくさんいて、お子さんも子どもの貧困の連鎖を起こしていると。その方たちが、せめ

て通信なり定時制なり、公認で高卒資格を得て、ほかのお仕事に就いていけるような支援

につながるのがいいのではないかというご感想がありました。 

 ⑥の「その他」ですが、委員の意見のほうとして、ダブルワークをしなくても生活でき

るような支援を、ひとり親家庭対策として挙げるのがよい。検討会の枠を超えるが、給付

つき税額控除のように、例えば時給をかさ上げするようなもので、ダブルワークをしなく

ても子育てできるような支援を大きな絵の中で考えることがいいのではないかというご意

見がありました。 

 それから参考人のほうですが、平成２５年度で基金が終了したのは残念というご意見。 

 それから、２つ目ですが、これから成果を出そうというところが多かったのではないか

と思うと、基金の事業が終わるのは大変残念に思うというご意見があります。 

 それから、次ですが、事業の検証は必要だが、在宅就業を始めたばかりでスキルが低く、

思うような収入を得られてないひとり親も、経験を積むことで一定の収入を得られるよう

になることも考えられるというご意見。 

 それから、事業の検証が行われることは、よいことだというご意見。 

 それから、検証が必要な視点として、次の視点を考えていただきたいということで、５

つの点を挙げていただいております。 

 無理なダブルワーク等の解消につながるレベルの収入が得られたのか。それから、教育

費支出等に備えるレベルの収入が得られたのか。受注や仕事の分配、品質確保、報酬の支

払い等の円滑な遂行が得られたのか。在宅就業の子育て面や精神面での相談支援はあった

のか。在宅就業する意味がある対象はどんな人たちなのかという評価の点をいただきまし

た。 

 それから、次に、在宅就業支援の話ではないが、高校卒業等の資格が取れてない方であ

り、そういう方たちの支援に予算を振り向けるのが合理的ではないかというご意見。 

 それから、訓練終了後のひとり親の本音としては、専門性も高めたスキルアップを身に

つけて、収入アップを図りたい。それから、身につけたスキルを生かして、今後の就労に

結びつけたいというステップアップを目指すひとり親がいるほか、安定的に仕事を提供し

てもらいたい。満足できる単価で発注してもらいたい。在宅での仕事が既にもう家計の一

部になっており、何としても続けたいと、安定的、継続的に仕事が提供されることを希望

している方がいる。 
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 以上のようなご意見をいただいております。 

【山崎座長】  ありがとうございます。 

 続けていきますか。ここまでご意見いただきますか。今、資料１につきましてございま

したけれども、続けて資料２についてもさせていただいてよろしいですか。 

【度会室長補佐】  はい。 

【山崎座長】  では、お願いします。 

【度会室長補佐】  続きまして、資料２につきまして、ご説明申し上げます。 

 「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業評価検討会 議論の整理 骨格（案）」として示さ

せていただいております。 

 まず、１つ目ですが、在宅就業の必要性について。 

 これは、在宅就業は、母子家庭にとって一定のニーズはあるのでないか。 

 ２つ目が、子育ての一定期間において、在宅就業は有効ではないか。その中で、将来的

には正規雇用への移行を目指すためのスキルアップという観点で、在宅就業は有効ではな

いか。２つ目が、子育て期間に仕事を離れる際に、スキルの維持という観点でも在宅就業

は有効ではないか。これが１つ目の議論の整理という形で挙げさせていただいております。 

 ２つ目が、在宅就業支援の今後の方向性についてということで、基金事業とは別の方法

で在宅就業を支援するとすれば、どのような形があるか。 

 ２つ目ですが、在宅での仕事が安定的に供給できるような仕組みを検討してはどうかと

いうことで、今回の第３回目の議論の整理という形で検討していただければと思う案とし

て示させていただいております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【山崎座長】  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【周委員】  私は、やはり在宅就業は母子家庭の間には一定のニーズがあるとは思いま

すが、やはり過去数年の取り組みを見ていると、在宅就業をしている母親のほうが収入が

低くて、時給換算すると最低賃金以下で働いているケースも少なくないということで、現

状としては、ニーズがあっても、ビジネスとして、これは成り立っているかどうかという

のは、ちょっと疑問を感じています。 

 子育て期間中に、確かに将来、やっぱり正規雇用に復帰するためにはスキルの維持やス

キルアップの必要性はもちろんあると思います。在宅就業は、もちろんその機能を果たせ
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ることは可能だとは思いますが、ただ、先ほど申し上げたように、それをビジネスとして

成り立たないのであれば、ほかの方法でもスキルアップのルートがあるのではないかと。

在宅就業じゃなくても、例えば復帰する直前に職業訓練を受けたりとか、ハローワークで

無料就業講習を受けたりとか、そういうのもやり方としてはあると思います。 

 ただ、もちろん、この事業は、最初の出発点は悪くないと思います。母子家庭の母に手

当を直接与えるのではなくて、就業するノウハウというか、そういう手段を身につけるの

を手伝うというような、この事業の趣旨はすごくよかったと思いますが、結果としては、

さまざまな要因によって、あんまりコストパフォーマンスで見ると、決していい成果を得

られたのではないと思います。 

 なので、やはり一旦この事業、たくさんの税金を投入されていますので、思ったほどの

効果がない場合は、やはり一旦廃止するというのは、いい選択肢ではないかなと思います。 

 ただ、前回の会合で鉄崎さんもおっしゃったとおり、中にはうまくいっているところも

あったり、今やめるともったいない、もっとノウハウが培って、これからというところで

廃止となると、ほんとうに残念というようなご意見もありましたので、だからこそ、私た

ちのこの検討会で、この在宅就業支援事業は、なぜ、あまりよろしくない就業成果になっ

てしまったのかというのを検討する必要があるし、私が考えた失敗の理由は、少なくとも

３つ考えられるのではないかなと思います。 

 一つは、一番大きなのが、外部労働環境の問題だと思いますけど、在宅就業、多くは業

務委託、つまり個人請負という形で働きますので、私、過去、個人請負を使う動機につい

て企業調査を行ったことがありまして、その分析結果によりますと、企業は、建前は外部

人材の活用で個人請負を使っているのですが、実際いろいろ使っている企業と使ってない

企業の属性をいろいろ比較すると、結果としては、安い労働力、人件費の節約目的で個人

請負を使うところが明らかに多かったのです。だから、今の労働環境では、やはり在宅就

業というのは、企業から見ると安い労働力としか見てないところが多いのではないかなと

思います。 

 だから、今のところで、こういう今現在の労働環境の下で在宅就業を推進するためには、

かなり低い賃金の労働を予想されると思います。それは一つ、この事業とは無関係に、マ

クロ環境の要因だと思うんですけど、もう一つ、私は、やはり手当目的の受講が結構影響

しているのではないかなと思うんです。ｅラーニングを見ていると、１日２時間、月何日

とか、そういうような決め手があるんですけど、でも、それはあんまり達成度が、そうい
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う客観的な基準もなく、だから手当目的だけで受講した場合は、そもそも、もともと強い

意思で在宅勤務をするつもりで、このコースに参加しているわけではないから、修了する

と、じゃ、さよなら、終わりみたいな感じで終わってしまう可能性があるので、もし将来、

似てるようなプログラムをつくるときには、手当なしのコースでも、つまりほんとうにこ

の資格、スキルを身につけたいからという人に絞って支援するという手もあるかなと思う

んですね。 

 もう一つ、やはり受託企業の選びにも問題があるのではないかなと。ここが、もっと検

討しなければいけないと思うんですけど、なぜ、それだけのばらつきがあるのか。うまく

いってないところと、うまくいっているところと、そんなに差があるのか。それも今後の

検討課題だと思うんです。 

 こういった問題点を報告書では最終的にはまとめていただきたいし、将来のため、今現

在の環境では在宅就業が、ちょっと難しいところはあると思うんですけど、将来的には、

私は国際潮流としてはアウトソーシングという潮流は、日本も将来的にはそうなっていく

のではないかなと思うのです。 

 アメリカは、既に労働者の１割ぐらいは個人請負的な働き方をしているというような統

計も出ていますので、日本はまだまだ、その働き方が少なくて、将来的には、企業はそう

いったアウトソーシングが進むとともに、個人請負とか在宅勤務も考えられると思います

ので、そういう将来のために、もしそういったニーズが改めて、そういう事業をつくると

きには、そのためにも、例えば今やっている事業でうまくいっているところ、二、三カ所

とか選んで、実験的に継続させるとか、そういうことができないのかなと。そういうもの

も含めて検討していただきたいなと思います。 

 以上です。 

【山崎座長】  大変貴重なご意見、ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【新保委員】  今回、今まで学ばせていただきながら、このひとり親家庭等の在宅就業

支援について考えるに当たる、大きく３つ視点があるかなと思って、参加させていただき

ました。 

 一つは、スキルアップのプロセスとして考えるという視点、これが１つ目です。 

 ２つ目は、いろんな資源だとか学び方とかを集積をする、集めるということ、これが２

点目。 
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 ３つ目として、テーマについて、ある程度選択していくということが必要なのではない

かなというふうに思います。 

 最初のプロセスについて言うならば、在宅支援としてやるという目標は当然掲げますが、

それが次のステップに、スキルアップのステップにつなぐということを意識するというこ

とが、まず必要だろうと思います。 

 集積について言うならば、学びだとか教えるということに関しても、集積をする必要が

あるのかなというふうに思います。これは費用対効果について私たちは考えなければいけ

ないのですが、費用のところでは、どうしても教えるということにかかわる経費がかなり

かかるというところもあるのだろうと思います。これについては、教える内容を、ある程

度限定した上で、学びを、例えばネット上の学校として共通の枠組みをつくるだとかとい

う形で、学びも集積をするということ。 

 それから、今日の報告でも、まとめでも出ていましたが、ヘッドクオーターのようなと

ころに仕事を集積するなどという案も出ていたかと思います。仕事のほうでも集積をする

ということ。 

 それから、今回、仕事のところに注目されていたかと思いますが、就労自立支援員だと

か母子自立支援員という職の方がおられますが、それらの支援等、仕事とか集積をすると

いうことも必要なのかなというふうに思います。 

 それから、３点目のテーマについて言うならば、今回、事業費係数というのをお出しい

ただいていて、一番よかったのが２８カ月ぐらい、次が６７カ月ぐらいで回収されるとい

うものが出てますが、その２つが、レセプトのところとホームページ作成のところであっ

たかと思います。何か事業のテーマを選ぶとするならば、このあたりが今回は比較的うま

くいったところかなというふうに思います。 

 今後の方針として考えるとするならば、繰り返しになりますが、プロセスを意識しなが

ら、今までの事業で比較的成功したところに資源を投入するという形で集中していくとい

うこと。それから、学びについて言うならば、これは後で、僕、ここのところＮＴＴドコ

モさんが「gacco（ガッコ）」というプログラムをやっていて、ネット上で教育をするとい

う取り組みを行っていらっしゃって、私も一市民として参加させていただいたのですが、

比較的レベルの高い内容をわかりやすく教えていただくという仕組みもあるので、こうい

うネット上の学校のような仕組みができれば、その仕組みのお世話になりながら、この事

業を進めていくということもできるのかなという感じを持っております。 
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 以上です。 

【山崎座長】  ありがとうございます。３つの視点に絞ってお話をしていただきました。 

 ほかの皆様いかがですか。幾つか論点を、そのうち絞ります。どうぞ。 

【山重委員】  大変丁寧にこれまでの意見をまとめていただいて、すっきりしましたし、

大変ありがたく思っています。 

 今、振り返りながら、私なりの意見を考えてみました。どちらかというと、私も今の事

業のような形で継続するのは、ひとり親の方にとっては、一番いい方法ではないんじゃな

いかなという印象が、やっぱり残っていて、ただ、その一方で、ひとり親の方々に対して、

いい就業支援ができたらいいなという気持ちが強いので、今回の事業を、ある意味で実験

の場として捉えて、そこからどんなことを学べるかというのを抽出する作業が、すごく大

事なのではないかなと個人的には思っています。 

 今回、特に前回のヒアリング、大変貴重な機会だったんですけれども、それを通して、

実際に比較的うまくいかれたケースのお話を伺って、どんな特徴があるのかというのをず

っと考えていたんですけれども、３つぐらい大事なポイントがあるかなというふうに思い

ました。 

 一つは、ひとり親の方を対象にして、そのひとり親の方が訓練を受けやすい形で訓練の

機会を提供すると同時に、具体的に就職支援までつなげるようなイメージで訓練をされて

いるところが、比較的、就業率に関しても成功しているのではないかなというような印象

を受けました。これは、今まであまりひとり親の方に提供されてなかった機会のような気

がしていて、これはすごく大事なのではないかなというふうに思いました。 

 わかりやすい言葉で言えば、先ほど先生からお話があったものとかぶると思うんですけ

ど、訓練と就職支援を一体的に実施できる事業者に対して補助なり、行政的な支援を行う

ということが、最終的にはひとり親の方々が訓練を受けて、それで就業に結びつくという、

一番いい形態の一つではないかなというふうに思いました。これまでのように、学校に通

って訓練だけを受けて、その後は自分で探してねという話ではなくて、具体的な就職先を

イメージしながら訓練を受けてもらうという機会は、すごく貴重な機会だったような気が

しました。それが１番目です。 

 それから、２番目に、その中で大変興味深く伺ったのが、ひとり親の方々が集まる機会

が出てくるので、そこでひとり親の方々が仲間を見つけて、ネットワークを形成する、コ

ミュニティーを形成して、それが就労の意欲につながったり、就労の機会に対する情報の
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取得につながったり、あるいは悩みを共有するという形で、ひとり親の方も、その仲間を

見つけて、しっかり自立できそうな環境が提供されているのではないかということが伺え

たように感じています。 

 その意味では、やっぱりひとり親の方を主として、障がい者の方もいいのかもしれませ

んけど、対象にして、こういう訓練と就業支援、職業紹介ですか、就職支援ですかね。そ

れを一体的に提供するというのが、すごくいい事例として出てきたのではないかなという

ふうに思いました。 

 だから、２つ目のポイントとしては、ひとり親のネットワーク形成に貢献するような訓

練、就職支援というのをやってくださる事業者を支援するというのがいいのかなというふ

うに思いました。 

 最後に、ｅラーニングと在宅就業というのが今回の事業の目玉だと思うんですけれども、

これの中は、オプションとしてはすごくいいと思うのです。先ほど訓練と就職支援を一体

的に実施する事業者が提供し得る訓練の機会の一つとして、ｅラーニングというのがあっ

てもいいと思うんですけれども、それに限定しないほうがいいのではないかなというふう

に思いました。 

 また、在宅就業というのもオプションの一つとして、特にひとり親の方で、在宅就業の

機会があれば、ぜひやりたいというニーズが高いというのはわかりますので、就職支援の

際にも、そういう訓練の機会からスタートするのかもしれませんけれども、在宅就業とい

うのは一つのオプションとして提供してもらうというのは、すごくいいことではないかと

思うんですけど、それをすごく看板のように掲げてしまうと、かえって、もうちょっとｅ

ラーニングにこだわらないし、在宅就業にこだわらない方々をスコープから外してしまう

ことになりかねないというような気がしました。 

 ３番目のポイントなんですけど、うまくいっているところは、このサマリーの中にもあ

ったのですが、寄り添い型の支援をすることで、やっぱりひとり親の方々が悩んでいらっ

しゃることも含めて、人間的な問題も含めて、自立につなげるような道筋が見えてくるの

ではないかなというふうな気がしました。 

 ですから、先ほどとの関連で言えば、ｅラーニングとか在宅就業にこだわらずに、でき

るだけ可能な限り、寄り添えない方もいらっしゃるみたいですけども、可能な限り寄り添

い型の支援をしてくださるような事業者を、また政策的に支援するといった方法がいいの

ではないかというふうに思いました。 
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 ちょっと今回の事業との関連でまとめると、ｅラーニング、それから在宅就業に対する

ニーズというか希望というのは、やっぱりあるので、それも一つのオプションとして提供

してくださるような事業者を支援するというのは、アイデアとしてはとてもいいし、それ

でうまくいっている事業者さんも幾つかあるようですので、そこは、やっぱり引き続き支

援ができたらいいなというふうに思いますが、それにこだわらずに、今回の事業の中で、

いい事例として発見があったものを、さらに伸ばしていくような支援を行えればいいなと

思いますし、一つの目玉的な言葉で言えば、ひとり親の方々を対象とした訓練と就業支援

を一体的に実施するような事業者に対して、補助等を与えて支援するというやり方が一番

いいのではないかと思いますし、その中でひとり親のネットワーク形成が進めばいいです

し、また訓練の機会を通じて寄り添い型の支援をすることができればいいなというのが、

私の中のイメージで湧いてきたので、今後そういうものを支援、何かの形で続けられたら

いいなというのが私の希望として出てきたことです。それが多分、この前、参加してくだ

さった方々にとっても、引き続き継続的な支援になるのではないかなという印象を持ちま

した。 

 最後に、ちょっと長くなって申しわけないのですけども、２つだけ微妙な点、個人的、

まだよくわからない点を申し上げさせていただきたいと思います。 

 一つが、訓練費用を負担する仕組みに関しては、私は有効かなというふうに実は思って

います。というのは、なかなかひとり親の方々にリーチアウトするのは難しくて、声をか

けても、なかなか来ていただけない可能性があるな。それは自立できるのであれば、それ

で構わないのですけど、自立できない方々が、なかなか来ていただけない可能性があると。

そのリーチアウトするための費用として、一定期間、訓練を受けている期間、一定の給付

を行うということが選択肢としてあっても、それはちょっとお金はかかるんですけれども、

リーチアウトするためには、いずれにしても費用がかかることですので、その訓練費用を

負担してあげる、あるいは、その訓練を受けている期間に給付をするというやり方でリー

チアウトすることには意義があるのではないかなと思いました。 

 ただ、それを全員に行う必要があるのかというのも、ちょっと疑問もありますので、例

えば事業者さんが、状況によっては訓練期間中に給付をする場合もありますと。それはケ

ース・バイ・ケースでご相談くださいみたいな形で案内を出せば、それでリーチアウトし

て、かなり厳しい状況にある方々も、負担してもらえるのであれば参加してもいいかなと

いうふうに思ってもらえるかもしれないなと、ちょっと思いました。ただ、それがどうい
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う形が可能なのかということは、ちょっと私自身よくわからないので、アイデアだけ、意

見だけちょっと共有させていただければと思いました。 

 それから、最後のまとめのところで、あるいは、これまでのお話の中でも、子育ての一

定期間においては在宅就業が有効ではないかというふうに、子育ての一定期間という言葉

が、よく使われるのですけれども、これはもうちょっと明確に考えていくと、あんまりな

いのではないかなと思っていて、多くのひとり親の方々は、死別もありますし、離婚もあ

るんでしょうけれども、一般に子どもが比較的乳幼児の時期を超えていらっしゃる方が多

いのではないかなという印象を持っています。乳児のケースは、ちょっと難しいなと思う

んですけど、１歳とか２歳ぐらいになった方であれば、保育所にお子さんを預かってもら

って、もう自立に向けた、外で仕事をするということに向けた訓練を受けるという形でい

いのではないかなというのが個人的な印象です。 

 ひとり親の方は、定義から、その後、お子さんを、赤ちゃんをまた産むという可能性は

低いと私は思っていて、また赤ちゃんを産むのであればパートナーができるわけですから、

ひとり親という状況を離脱するというふうに考えられるのではないかなというふうに思っ

ています。 

 何人かのお子さんがいらっしゃる場合でも、やっぱりそれなりにお子さんが大きくなり

つつある方であれば、何となく手を離れてもいいのではないかというような、子どもを保

育所に預けるということで想定していいのではないかなという印象が、ちょっとあります。 

 もちろん、いろんな精神的な理由で子育て期間、子どもを育てながら、なかなか外に出

られないという方がいらっしゃるというのは、よくわかるので、そういう方を対象に、タ

ーゲットにして、あるいは障がい者の方をターゲットにして、特別なケアが必要な場合も

あるかと思うんですけど、そういう人たちを念頭に置きながら、何か大きな制度をつくる、

支援の仕組みをつくるよりは、そういう特別な方々を対象としたプログラムを実施して、

もうちょっとひとり親の支援の体制については幅広く、こういう子育ての一定期間におい

てはという限定なしで、一番いい有効な支援をしてあげるような仕組みをつくれたらいい

のではないかなという感じを持ちました。 

 最後、気になっているのは、ほんとうに今のような認識でいいのか、つまり子育ての一

定期間というので、ほんとうに外に出られない期間が長いと思われる方々がたくさんいら

っしゃるのかどうかということが、ちょっと気になっているので、また何か機会がありま

したら、いろいろ教えていただければというふうに思います。 
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 すみません、長くなってしまったんですけど。 

【山崎座長】  大変意味があるといいますか、議論の中からいろんなものを抽出してい

ただいたと思います。 

 ご意見ありますか。 

【小豆川委員】  既に委員の皆様方がおっしゃっているような意見と共通するところで

ございますが、幾つかお話をさせていただきます。 

 前回、非常に貴重なケーススタディーのご紹介がありまして、今回も非常に、これまで

の意見の振り返りということで、幾つかポイントをまとめていただいています。 

 まず、事業自体の趣旨の理解というものを、事業者さん、そして受講する方々に、そう

いった理解を促すということが、まず大事ではないかということで、全体を見渡してみま

すと、ダブルワークですとか収入のアップということで語っているところはあるのですけ

れども、実際には教育訓練を受ければいいというか、個人ではできないところで、そこに

支援を得られるというようなところで参加されていらっしゃる方がいるということがある

と思います。 

 そういう意味で、個人に関しては、やはりスキルの趣旨の理解を前提に、事業の訓練を

受ける前に個人のスキルやニーズの把握を必要とすると思いますし、事後に関しましても、

そのスキルがどれぐらいアップしているのかというようなところの評価が重要になってく

るのかなと思います。 

 ２番目は、前回、私も幾つか質問をさせていただきましたけれども、事業受託者に関し

まして、非常に幅広いいろんな事業者がいるということで、特に教育訓練を中心にやれば

いいと思っていらっしゃるような事業者もおられるようですし、一方では、アウトソーシ

ングということの理解を各企業に個別に訪問しながら、仕事の開拓というものをきちんと

やっているような事業者もいるということで、その辺、やはり教育訓練と事業開拓、ある

いは業務開拓、そして就業支援というところで、その辺をセットにやっていただくような

事業者を、やはり優先的に選別をして行っていくのがいいのではないかなというふうに思

います。 

 例えば、自治体を通じて、こういった事業を行う場合に、公共調達を、ある程度こうい

ったひとり親の方々でスキルを身につけた方々に、仕事を優先的に出していくというよう

なことも必要だと思いますし、支援と保護というような合間の中で、地域ぐるみ、あるい

は自治体、そして事業者と個人の意思、意欲を総合的に考えながら事業を進めるのであれ
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ば意義があるものではないかなというふうに思います。 

 一方で、個人請負ということで、安い労働力というような見方もされるのですが、最近

は、やはりＩＴで仕事の受発注が完結するというようなクラウドソーシングというような

サービスも普及してきておりまして、その中でもいろいろなタスクですとかプロジェクト

ですとか、スキルは一定以上あるような方々がコンペを通じながら仕事を獲得していくと

いうようなスキームがありまして、その中で自分のスキルの評価及び教育訓練の方向性を、

そういったサービスのプラットホームの中で確認しながら参加するというような、そうい

うものも出てきていますので、民間事業者のそういった新しい試みも、こういった事業の

中に組み入れながら、実際に多様なひとり親の方々の評価をしながら、適切にその支援を

行っていくということが重要ではないかなというふうに感じております。 

 以上です。 

【山崎座長】  大変幾つか貴重なご意見をいただいています。 

 今日、骨子（案）のところで、在宅就業の必要性というのと、在宅支援の今後の方向性

というのと、大きく２つの柱に分けられて骨子（案）がつくられているんですけれども、

どちらかというと、必要性のことについては、ご意見さまざまな形でご提案いただいてい

ると思うんですけれども、方向性について、つまり対象を絞ったほうがいいのではないか

とか、アウトソーシングの方向性をどう考えていったらいいのだろうかとか、あるいは労

働環境そのものが個人請負というふうな、このやり方に安い労働力として位置づけてしま

っていて、ここから抜け出せない現状があるのではないかとか、いろんなご意見が出てき

ているんですけれども、少し必要性の問題ももちろん、では、どういう必要性があるのか

ということで、ここにスキルアップということは意味があるのではないかとか、あるいは

子育ての期間、仕事に移っていくというときに、その間の時間として、その必要性として

はあるのではないかとかということをさらに超えて、皆様が幾つかの論点に整理して、も

う少しスキルアップのプロセスの分析が必要なのではないかとか、それから学ぶ手法とか

教える手法とか、そういうあたりをもう少し考えてみる必要があるのではないかとか、そ

れから、そこから少し成功例を集めて、そこを分析する必要があるというようなご提案も

ありました。 

 それから、山重先生が実験の場としてというふうに位置づけられて、これは一つの実験

の場なんだというふうに考えると、そこから、先生、５点ほどに問題を絞られたのですが、

実際には就業支援までつなげるような、訓練から就業支援までつなげるような一体的なプ
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ログラムになっていないと、それは終わってしまう。そうすると、訓練の一つテーマとし

ておっしゃったのは、訓練の受けやすい状況というのは、どういうものなのか。つまり、

訓練が受けやすくなければ、リーチアウトの話もされたんですが、こうした必要なニーズ

に、こういうことを願っている人たちを掘り起こせないので、訓練の、ある意味では受け

やすいということはどういうことなんだろうか。これは一つのテーマだと思うんですが、

その一つの方法として、ｅラーニングという手法が取り込まれているのですが、ｅラーニ

ングの効果にうまく合う人と合わない人があるというふうに分けられたのです。 

 一つは、ｅラーニングというのは、ある意味では集積してしまう。ですけれども、それ

に乗れない人もあるのではないか。そして、もう一つのテーマとしておっしゃったのが、

寄り添い型支援という言葉なんですが、この寄り添い型支援というのは、ｅラーニングと

いうのは、対象が非常に広がりがある場合が多いので、寄り添いの場合には、そこに例え

ば出向いていく、あるいは、そのご家庭に出かけていく、あるいは母子生活支援施設とか、

それから当事者の活動の組織が、この間、出てきましたけど、そういうところにチュータ

ーなり、トレーナーが出かけていくというふうなやり方をしていくと、集まる機会をつく

って、そこが一つのコミュニティーの形成になって、悩みを共有したりとか、情報共有と

いうような付加価値がそこについてくる。そういうふうにすると、ある意味ではネットワ

ークを形成しやすいという環境も出てくるので、そのつくり方を、訓練の受けやすいとい

うところをどう考えていくのか。 

 それから、訓練と就労を一体的にというふうに考えたときには、それをどういうふうに

展開していくのか。ｅラーニングと在宅就労というところに、確かにニーズはあるのだけ

ど、その工夫の仕方、そのプロセスや展開の仕方に、もう少し検討の余地があるのではな

いかというご意見になっていったかと思うんです。 

 最後に、この事業の必要性、ダブルワークとか、収入のステップアップとか、訓練の機

会とか、スキルアップということはわかるんだけれども、業務開拓、この仕事が定着して

いくための業務開拓とか訓練とか仕事の開拓というものをセットした事業体というものが、

あまり多く見当たらない。そこのところを、先ほどＩＴでクラウドソーシングとかタスク

プロジェクトをもう少しきちんとつくっていくとか、先ほどアメリカの例を周委員がおっ

しゃったと思うんですけれど、アメリカの場合には１割以上が、実際には在宅就労と企業

との間にネットをつくって、これは私も幾つか見て歩いたのですけど、結構盛んに、特に

小さい子どもさんを持っていらっしゃるお宅では、お母さんがベビーシッターさんとか保
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育所を使いながら、在宅で就労していくシステムというのは、日本とは比べものにならな

いほど進んでいますから、そういう手法をもう少し、それはご意見が近いと思うんですけ

ども、そういう手法の業者さんを開拓するという手法はないのか、できないのか。その辺

をもう少し、実験的な、多くの団体ができるかどうかはわからないけど。 

 それから、もう一つは、自治体がもう少しこうした仕事の、ある意味では優先度を、こ

うしたひとり親に提供するような、そういう選択を各自治体がしていただいて、そして実

際に訓練を受けたお母さんたちに就労が、それが仕事になっていくようなネットを自治体

がもっと積極的につくるという手法を盛り込む必要があるのではないかというご意見など、

かなりいろんな領域に分けてお話をいただいたんですが、業務開拓や訓練は、仕事の開拓

や業務開拓というものと訓練が一体的になっていないために、非常に安上がりの、いわゆ

る内職の仕事として位置づけられて、単価の安い仕事、先になっている、この現状を打破

するという点では、皆さん一致していらっしゃると思うんですけれど。 

 そういう業者さんのそういう訓練というのはあるのでしょうか。つくり方。今のような

ＩＴのクラウドソーシングをされたり、それから今のような在宅就業と企業をつないでい

くような、ほかの国は非常にたくさんあるんですけども、私、そこがわからなくて、なか

なか、例えば写真を撮って図上の地図をあれするとかという、いろんなメソッドをこの事

業は開拓していったんですけど、なかなかそれがある部分で定着しにくいとか、なかなか

その手前のところで苦戦しているように思うんですけど、これを一歩抜け出す手法といい

ますか、それを少しどこかで実験的にやってもらう。そして、そこが一つのモデルをつく

ってみるみたいな手法が考えられないかというのが山重委員のご意見かと思うんですけど。 

 何か、どうぞ。 

【大和総研】  今のお話で、ちょっと申し上げますと、今回の第１回と第２回の検討会

の中で、事業者のほうのお話というのは、あまり出てこなかったんですね。 

【山崎座長】  そうなんですよね。皆さんは事業者の話……。 

【大和総研】  １回目は概要のご説明で、２回目は、どちらかというと在宅のお母さん

方の話、利用者のほうの話で、もう片方の事業者のほうの話というのは、先ほどのまとめ

の中でも、情報量としては少なかったと思うんです。 

 今、全国で四十数カ所の自治体でやっていまして、事業者というのは、どういうパター

ンがあるかということを申しますと、これはほんとうにいろいろ千差万別なんですけれど

も、業種としては、大きく分けると、いわゆるＩＴ系の会社、あるいはパソコンスクール
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をやっているような会社が一つ。もう一つは、いわゆる人材派遣会社です。人材を囲って

おきたいという会社ですね。大きく分けると、この二通りだと思うんですけれども、それ

以外のところもありますけど。 

 あと、規模的には、大きく分けると大、中、小ぐらいあるのかなと思っていまして、大

と小ぐらいですかね。一つは、いわゆる全国ブランドの誰もが名前を言えばわかるような

会社があるわけです。こういうところは、全国的な営業力を持っているわけです。つまり

業務開拓を全国いろんなところから仕事をとってくる能力があるということです。そうで

はなくて、一方では、規模的にはもう少し小さくて、ローカルな会社が請け負っていると

いうところがありまして、これは各自治体さんが、事業者を選定するときにコンペをやる

わけですけども、おそらくは地元の企業を優先したいというような意向もあったりして、

地域の活性化ということもあって、県内での事業者とか、非常に狭いローカルな活動領域

しか持ってない事業者さんというのがいるわけです。こういうところは、そんなに営業力

は、はっきり言ってないわけなのです。この在宅でのＩＴでの仕事というのは、結局いろ

いろお話を聞いてみると、どこから仕事が出るかというと、ほとんどは首都圏なのです。

北海道でやろうが、九州でやろうが、どこから仕事を発注されるかというと、もう大部分

は首都圏、もしくは関西、中京地域、いわゆる大都市ということになってしまって、地元

のローカルなところで十分な仕事を供給するということは、なかなか難しいというのは現

実なのではないかなと思います。 

 そうすると、やっぱり事業者によって仕事を取ってこれる事業者と、そうでない人がい

るというのは、かなり分かれてしまっているというのが現実だと思うのです。ただ、小さ

いところでも、何もできないかというと、そうではなくて、例えば地元のほんとうに小さ

な商店街の仕事であったりとか、あるいは地元の商工会とか商工会議所のほうから仕事を

もらったりという、そういう地域ならではの仕事というのもありますので、そういうとこ

ろというのは、やっぱり地域密着型の事業者であるからできるというところもあると思う

んです。 

 ただ、押し並べて言いますと、かなり在宅での仕事、取ってくる仕事というのは、結構

厳しい局面があるので、やっぱり相当営業力のあるところでないと、継続的に安定した仕

事量を確保するのは、結構難しいという現実があるかなと思います。 

 ちょっと今まで事業者のことがあまりお話として出てきませんでしたので、補足として

お話しさせていただきました。 
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【山崎座長】  はい、どうぞ。 

【山重委員】  実は、この会議、以前の会議が終わってから、そこに傍聴されている方

とお話を伺う機会があって、ｅラーニングと在宅就業の組み合わせで、これは確かに可能

性があるなと思った例を教えていただいたのが、それをちょっと共有させていただければ

と思うんですけど、あまり名前は個別に出さないほうがいいと思うんですけど、いわゆる

ホームページ等を管理しているプロバイダーさんが、コールセンターの人員として在宅で

電話を受けて、回してもらってということですけれども、コールセンターから回してもら

って対応してもらうというような人たちを継続的に事業運営の中で必要としておられて、

もちろんひとり親の方を対象にしているわけではなくて、一般にそういうお仕事をやって

くださる方を求めておられて、プロバイダーさんでもあるので、ｅラーニングはお手のも

のというか、ノウハウもたくさんあって、どこに住んでいてもｅラーニングを通して一定

のスキルを身につけていただくことができるというような環境で、これまでもｅラーニン

グの機会を通してスキルを身につけていただいて、非常にｅラーニングが成功して雇用に

つながるというか、依頼を任せられる、仕事を任せられるような人たちを育ててきたとい

うような事業者さんがおられて、そのケースは、確かにぴったりくるケースで、そんなに

時給も悪くないという印象を受けました。比較的コールセンターで、あいてる時間さえ指

定しておけば、その時間にお仕事をお願いしますというような形で対応できるので、これ

は比較的うまくいくケースだなというふうに思いました。 

 ただ、ひとり親の方ですから、お子さんが近くにいて、なかなか対応できないとか、ス

キルとしても、後でちょっと申し上げようと思っていたんですけれども、ひとり親の方、

特に母子家庭の方は、データを見ると、やっぱり学歴が低い方が多くて、学歴の高い方は、

そんなに支援を必要にされてない方が多いような印象を持っていて、この前のお話にもあ

りましたけど、中卒ぐらいの方とか高卒ぐらいの方が、やっぱり一番支援を求めておられ

るのではないかなという気はしました。そういう方々を対象に、ｅラーニングをやっても

らうとか、コールセンターでの対応をやってもらうというのは、結構大変だというような

印象を、ちょっと私自身は持っているんですけど、そういう方々でも、やっぱり支援をし

ていきたいと。企業としても、あるいは事業者としても、社会的な責任といいますか、社

会貢献をしたいという観点もあって、ぜひ積極的に継続できればというようなお話も伺い

ました。 

 それから、非常にｅラーニングにしても、在宅に関しても、いい機会を提供できるのは
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限られた事業者さんで、しかも実は今お話があったように首都圏にベースがあって、そこ

で仕事がどんどん、どんどん入ってくるというような形になると、ローカルにｅラーニン

グ、プラス在宅就業の訓練と就職支援を提供する事業者を見つけるのは、かなり困難では

ないかという印象がありました。むしろ首都圏の事業者さんと組んで、まさに在宅という

のはどこでもできるということですから、遠隔地であっても仕事を持ってこられるという

チャンスはあるような気がするので、印象としては地方自治体がローカルな支援をしてい

くというのは、基本としていいと思うのですけれども、ｅラーニング、プラス在宅就業と

いうことに関しては、むしろ全国的に応募してもらって、そこで一番ノウハウとか経験と

か仕事の機会の提供とか、そういったものをたくさん持っていらっしゃるところに支援し

ていただくというのが、一番可能性があるなという気がしました。そこは、やっぱりそん

なにマーケットは大きくないので、あくまでも就業機会を提供する、訓練の機会を提供す

る際の一つのオプションとして、そういうのもぜひ入れていくというのがいいのではない

かなというのが、ちょっとお話を伺っているときの感想です。 

【周委員】  １点だけ、ちょっと補足させていただきたいんですけど、やっぱり在宅就

業は未来があるかどうか、私はやはり賃金のいいお仕事を持続的に獲得できるかにかかっ

ているんですよね。今、現状では、すごく低賃金の仕事ばかりしかマーケットがないとい

うような状況で、あんまりパフォーマンスがよくない結果になってしまったんですけど、

これからの方向性としては、例えば在宅ワークがローレベルとミドルレベルとハイレベル

と３つのレベルに分けるとすれば、私はやはり就業支援は、できればハイレベルの在宅人

材に育成することに、やはり力を入れるべきだと思います。 

 この点では、今まで行った母子世帯の就業支援の中で非常に成功している高等技能訓練

促進等費制度が参考になると思います。ほかの制度に比べれば、高等技能訓練促進等費制

度は、手当の金額が高い。毎月１０万円という、今現在の制度では最大２年間もらえるん

ですが、でも、それをもらって国家資格とか看護師とかの資格、専門資格をもらって、就

職するときには、常勤就職率８割という非常にいい数字が出ているんですけど、それもや

はり高いところに絞っているから、そういうような成果が出ているので、在宅就業も、も

しいい就業成績を出すのであれば、そういうところに力をつけるべきだというような考え

方もあるのではないかなと思うんですね。 

 具体的には、どういうような人材をハイレベルの在宅就業人材かというのは、私もちょ

っとまだ見当はつかないんですけど、先ほど小豆川委員がおっしゃっているところも一つ
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のヒントになるかなと思うんですね。やはり照準を当てるべきなのは、中小企業なんです

よね。中小企業は、やはり自分が全ての人材を抱え込むほどの力は持っていないので、そ

ういった中小企業は、年に数回しか発生しない高度な業務、例えば外国語のパンフレット

をつくるとか、あるいはメンテナンス、パソコンのメンテナンスとか、そういった中小企

業のニーズをかき集めて、それを恒常的に維持していくことで、そういったニーズに応え

られる人材を育てられれば、母子世帯の母親も、やはり在宅就業として働くことには未来

が見えてくるのではないかなと思うんですね。 

 その具体策としては、例えば事業者を選別するときに、事業計画を出されるんですね。

その事業計画の中に具体的に、もちろん訓練だけではなくて、将来、就業を見据えて、例

えば中小企業の、このニーズに照準して、私は教育訓練を提供してますよと。具体的に、

どういうようなハイレベルな仕事に将来就けるかを見据えた上の、そういった訓練を提供

するよというのは、事業計画にはっきり書かれている事業者に高いポイントをつけさせて、

そういった事業者を選別するというのは、一つのやり方ではないかなと思うんです。 

 それは先ほどの補足なんですけど、もう一つ、先ほど山崎委員長がおっしゃっている、

どうすればもっと母親たちに、家から出て教育訓練を受けさせるか。そのインセンティブ

をつけることは非常に重要なんですが、手当はもちろん一つの金銭的なインセンティブに

なるんですが、でも、それはもちろんメリットもありますけど、デメリットも大きいんで

すね。先ほど私が申し上げたように、手当目的で受給する人も排除はできなくなりますの

で、だから別の方法でインセンティブをつける。例えば、この訓練を受ければ、何らかの

認定する資格はもらえるとか、ｅラーニングだったら、私はそういう資格のことは詳しく

ないんですけど、誰もが、企業でも、この資格を見れば、この人はこのぐらいの技能を持

っていて、こういうような仕事はできますよというような共通的な認定資格があると、結

構シングルマザーは、すごく資格取得に熱心なんですね。私は去年の１１月に行った調査

でも、母子世帯の母親の３人に１人は自己啓発に取り組んでいるんですね。しかも、資格

を持っている割合も非常に高くて、だから資格が取れるというだけでも、それでインセン

ティブを感じる母親は少なくないと思うんですね。 

 あと、もう一つ、やはり若年就業の取り組みが一つ参考になるのは、ジョブカード制度

なんですよね。フリーターとかを就業支援するためには、今までどういう職歴をつけてき

たのかを全部ジョブカードに記録して、それを持って就職活動すると、今まで何をしてき

たのかがわかるし、でもシングルマザーに対しても、今までどういうような訓練を受けて
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きたのか。例えば資格はなくても、このジョブカードを見ていれば、私はこれまでにいろ

いろ公的職業訓練を受けてきたよと、このぐらいのことはできますよと、一目でわかるよ

うにつながって、今まで母子世帯に対する支援はたくさんありますから、多くの母親が、

一つだけではなくて複数の就業支援を受けていることは多いんですね。だから、そういう

のが無駄にならないように、ちゃんとカードに記録できるような形にするよというような

ことをすることで、母親たちもインセンティブを感じるのではないかなと考えております。 

【山崎座長】  大変貴重なご意見、ありがとうございます。 

 一つは、確かに事業者にあまり焦点を当ててこなかった。先ほど、大和総研でおっしゃ

ってくださったように、パソコンスクールとか人材派遣会社というふうに、わりと職種が

限定したところが、この仕事に入ってきているんだけれども、この事業を開拓していく意

味では、この領域だけではなくて、もっと幅広く事業を育てたり、あるいは事業を開拓し

たり、事業のメニューをつくったりできるような、そういう中小企業にも焦点を当てて、

この募集の仕方といいますか、この事業に乗っかってくる事業者をどう選んでいくのか。 

 そのときに、できるならば、できるならばといいますか、事業計画を出してもらって、

その事業計画を出させて、その事業者が選別するという手法と、それから、そこによって、

先ほど中小企業の方々にお願いしたいのは、ニーズをかき集めて、そしてニーズに応えら

れる事業計画を出してくるところというふうな選択肢を持って、この事業に入ってくる事

業者を、もう少し計画的に育てていくといいますか、そういう機能があってもいいのでは

ないかというご意見もありました。確かに、それは合っているようにも思います。 

 ただ、ひとり親の方が、ある意味で、一つの中小企業のその事業のプログラムに乗るか

どうかという選択肢が、今度はニーズと、そのニーズに合わせてつくったプランニングが

合うかどうかという問題もあるので、なかなかこれのミスマッチもあるかもしれないので、

なかなかこれは難しいテーマだと思うんですが、この事業を進めていく事業者について、

もう少し実験的で包括的な視点を持ってみる必要があるというのが、周委員のご意見では

ないかと思うんですね。 

 それから、今度はシングルマザーのほうに焦点を当てると、事業者自身の問題と、それ

から、これを受ける個人、シングルマザーのほうに、訓練のどこにインセンティブを高め

ていくかということなんだけども、訓練で認定資格を取っていくという手法を、もうちょ

っと入れてもいいのではないかというご意見もあったと思うんですが、これはなかなか、

私たちもいろいろやっているんですけども、資格と今度は就職というのが必ずしも合って
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いかないんですね。だから、例えば福岡市なら福岡市、博多なら博多が、市場開拓をして

おいて、こういう仕事があると。そして、この仕事に、例えば商工会議所何なりが入って、

間に入るところが中小企業を束ねているところがあって、その市場開拓をしておいて、そ

れに合わせて、こういう訓練の人が必要だというふうになると、市場とミスマッチを起こ

さないでやれるというふうな方法もあるかもしれないんですけども、なかなか企業は企業、

それからニーズはニーズだと。できるようで、これはもしかするとかなり苦戦するかもし

れないですが、この辺は少し議論の余地があるな、議論をしていく必要があるな。事業者

については、もう少し事業者自身を育てるといいますか、開拓していくといいますか、そ

の辺のところに焦点を当ててみる必要があるのではないか。 

 それから、仕事のあるところが、やっぱり首都圏に偏ってしまって、首都圏だけではな

く大都市に偏ってしまっているので、大きな企業でなければできないかというわけではな

いけれども、そうしたニーズを集められ、そして、それを事業に引き寄せられるような事

業体でないと、なかなかそこを突破できないかもしれないというご意見がありましたね。

つまり、個人に焦点を当てて訓練をしていくということだけでは、その先の仕事にはつな

がらない。それから、個人も実際に掘り起こさないと、ほんとうに必要な人のところに、

このニーズ、あるいはこの事業がつながっていかないという、そういう課題がある。 

 さっきローレベル、ミートレベル、ハイレベルとおっしゃったんですけれども、ほんと

うに困難な状態にある人だけではなくて、そのもうちょっと上のクラス、仕事をしたいん

だけれども、外に出るだけの余力がないといいますか、保育とかいろいろそういう環境が

整ってないとか、自分が病弱だとか、心がちょっと病んでいるとか、ちょっとうつ状態に

あるとかというような人の入り口になるような事業としても考えていくとすると、やはり

個別支援も必要になりますし、それから仲間のところにいざなっていくようなプログラム

も必要になります。その辺のつくり方をどうつくっていくかという、先ほどの新保先生の

言葉で言えば、そのプロセスをもうちょっと丁寧に見直してみる必要があるのではないか

というご意見につながるのかもしれません。 

 スキルアップのプロセスは、いろんなところでつまずいたり、それから、それが就労に

つながっていく前で中断してしまったり、いろんな事例があると思いますから、スキルア

ップのプロセスを少し集積していく。つまり学び方の集積にもなるのかもしれません。 

 うまくいっているプログラムとしては、レセプトとかホームページの作成とか、ある職

種については出てくるかもしれないんですが、これが全体多いようなニーズには、なかな
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かなりきれないので、そのプログラム開発をやるプロジェクトをつくるという方法もある

かもしれませんね。 

 先ほどコールセンターならいいというお話もありました……。 

【大和総研】  すみません、１点補足させていただきますと、先ほど仕事の大部分は首

都圏からだというふうに申し上げまして、私、いろんな事業者の方にお話を聞いている限

りでは、今現状はそうなんですね。ただ、地方に仕事がないかというと、そうではなくて、

おそらくこれは周委員がおっしゃったように、中小企業にとっては自分のところで人材は

抱えられないけれども、あるいは年に１回ぐらいしかやらないチラシの製作だとか、そう

いう小さな仕事というのは、おそらくいっぱいあると思うんですね。 

 ただ、今この事業に携わっている事業者は、営業する際にどうするかというと、やっぱ

りある程度大きな塊のロットの仕事を取ってこなければならないので、営業活動として、

まず一定規模の大企業だとか、そういうところに、まず営業に行っているというのは、お

そらく実態だと思うんですね。そこで大企業に対して営業力のある大きな事業者であれば

仕事を取ってこれるけれども、営業力のないところだと仕事を取ってこれないと。 

 一方、地方のほうにも、おそらく中小企業などでは、こういう仕事に対するアウトソー

シングのニーズというのはあると思うんですけれども、おそらく今ここの事業に携わって

いる事業者の人たちは、そういうところに、地元の商店街一軒一軒回っていくような営業

活動はなかなかできない。どうしてもロットを稼ぐためには、大きなところに営業に行く

というのが、おそらく現実で、その結果、現実は今、もらっている仕事の大部分は首都圏

からという実情になっているということではないかと思います。 

 ですので、地方に、この仕事のニーズがないということではないと思います。これは、

おそらく周委員がおっしゃったように、そういう中小企業には、そういうニーズはおそら

くあるのではないかなと思っています。ただ、そこになかなかたどり着けてないというか、

周知されてないというのは現状ではないかなと思いますけど。 

【山崎座長】  はい、どうぞ。 

【山重委員】  ただ、例えば中小企業でアウトソーシングしたい、不定期的な仕事を受

ける側から考えると、多分求められるのは、ひとり親家庭のお母さんとかではなくて、比

較的高学歴の専業主婦の方がどうしても出てきてしまいそうですし、そういう意味では、

あんまりそこも期待できないんじゃないかなというのが個人的な印象です。 

 特に、前回もお話があったんですけど、サマリーの中の６ページに、深く私、共感して
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いるんですけど、最後から２つ目の黒丸のところで、一番今、就労支援を必要としている

のは、高校卒業等の資格が取れなかった方であり、そういう方たちの支援というのを念頭

に置きながら、やっぱり一番いい支援施策を考えていくのが個人的には有効ではないかな

というふうに思っています。 

 そもそもが、ダブルワークしなければいけないようなひとり親の方を対象にしていると

いうことは、そもそもスキルが低い方々で、ちょっとぐらい訓練しても、なかなか高い、

在宅で特に、在宅でいい給料をもらえるようなお仕事を始められるような印象が、私には

ないんですね。だから、そういう意味でも、やっぱり在宅で仕事の機会はあるけれども、

それがひとり親の人たちに回ってくる可能性は極めて低いというのが現実ではないかとい

うような気がします。 

 逆に言うと、そういうことでもやりたいと思う人たち、共感してくださる方々は、結構

いらっしゃると思うので、仕事があると同時に、そういうひとり親の方々の支援もしたい

という社会的な責任感が強いとか、社会貢献したいという事業者さんと一緒に組むという

ところがすごく大事なポイントで、社会貢献という観点から言うと、実は大企業さんも比

較的余裕がある分、社会貢献したいとか、できるということもあるのではないかと思うの

で、この支援プログラムの中に大企業さんにもっともっと入ってきてもらえれば、必要と

されている、企業側がニーズとして持っているものと、それから社会貢献がマッチして支

援できるというようなことがあるのではないかな。むしろ中小企業さん、地元に根差して

いらっしゃる企業さんは、社会貢献、地域貢献したいというお気持ちがあるところはたく

さんあるかと思うんですけど、ただ厳しい現状では、なかなかその余裕がなくて、やっぱ

りスキルの高い方々に優先的にお願いするという形になってしまいがちかなという印象を

持ちました。 

 そういう意味では、存在はしているんだけど、なかなかそれがひとり親の方々に回って

こないだろうという印象も、特に支援を必要としている方々に関してはあるので、そこは

ありそうだねという話に終わらないで、現実を見た上で、どんな対応をするのが一番賢い

かというのを考えるのが必要かなと思いました。 

 ただ、周委員がおっしゃっていたように、私もレベルの高いところまで連れていってあ

げるのがすごく大事だなというふうに思っていて、そもそもダブルワークをするのに在宅

でできる仕事を提供できればいいんじゃないかという発想だと思うんですけど、むしろ私

はダブルワークしなくて済むようなスキルを身につけてもらって、ダブルワークせずに子
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育ても一人でできるというような環境に、できるだけ寄り添いながら持っていってあげる

のがゴールではないかなというふうに思っているんですね。 

 そういう意味では、やっぱり子育てしながら在宅で、夜、疲れているときに仕事をする

というのを目標にやらないほうが、結果的にプロセスでそういうことは起こってしまうか

もしれませんけど、やっぱりハイスキルのところまで何とか連れていって、最後、小学生

になって、中学生になっても、ダブルワークしないで自立できるような環境を目指した支

援策がいいのではないかなというのは、ちょっと個人的には思っているところです。 

【山崎座長】  ということは、スキルアップをする一つの手立てであって、ここから、

ある意味では正規の就労につないでいく、そのプロセスをちゃんと計画的にできるような

支援計画がある必要があるということですよね。 

【山重委員】  はい。その中にｅラーニングとか、寄り添い型ももちろんあったら……。 

【山崎座長】  それから、大企業の中にも、例えば企業のＣＳＲの考え方に立って、こ

のプログラム、ひとり親の、私自身もその体験があるんですけども、大きな企業が、ひと

り親のためにｅラーニングのプログラムをつくってくれて、そして一緒に器械も出してく

れて、その器械をひとり親のおられるところに持っていって、それを寄附してもらって、

そして、もう少しきめの細かいｅラーニングをさせていただくというのが、何年かさせて

いただいているんですけども、そういう手法、企業のＣＳＲとつなげながら、そういう会

社というのはＩＴの宝庫といいますか、いろんなスキルも、それからいろんなソフトもた

くさん持っていらっしゃる、そういう企業をもう少し引っ張ってくるという手法もあるか

もしれない。 

 それで終わってしまうのではなくて、今度は就労支援をしている、また別のグループが

ありますから、そこを今度は次のステップとして、それをつないでおいて、そして市場開

拓しておいて、そしてやっていくというふうな、そういう段階的なつくり方、幾つかのそ

ういうグループがありますから、そうしたものをもうちょっと導入して、そして組織力を

上げていくといいますか、そういうやり方も、もうちょっと工夫してみると、そういう実

験は幾つかありますので、また、それをやってみて、今度はそれを評価してくれるグルー

プも実はあるんですね。 

 そういう評価のグループを、今度は入ってもらって、そのプロセスを今度は分析しても

らうみたいなことを循環させながら、そういうプログラムをちょっとやってみているとこ

ろが、今私たちはあるんですけど、そういういろんな実験をしながら、その集積を広げて
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いくといいますか、そうすると、地域の中の中小の企業の中でも、あっ、これは使えるな

と思って、モディファイしてくださるというようなこともあるかもしれないので、事業体

のほうに、もう少し焦点を当てて、その事業体をどういうふうにして組んでいくのかとい

うことと、そのプログラムについても、確かに塊でできる人もあるし、寄り添わないとで

きない人がある。例えば、子どもさんが、ちょっと不登校だから、外に出られない。子ど

もが小さくて、地域の中で０、１、２歳は保育のニーズが対応できない、あるいは自分の

親御さんが介護の状態に入ってしまった、自分も病気になってしまった。いろんな個人的

な事業があって、そういうところに行かれないという人に、ステップアップの機会として

活用するという一つの入り口もあるかもしれないし、というふうに、就労の一つの機会と

して位置づけるというスキルアップの能力開発と、それから、もう一つは、相談支援をつ

ないでやっていくということをしていかないと、能力開発だけでもつぶれてしまうし、そ

れから、相談支援だけでもだめなので、相談支援と、それから能力開発をセットにしなが

らやっていける手法をつくっていかないと、能力開発だけ行ってしまっても、途中でわり

と挫折してしまったり、子どもさんのことでもって、お母さん自身じゃなくて、子どもさ

んのことでつぶれちゃったりということもよくあるので、その辺の相談支援と、それから

能力開発、それから、その後の就労プログラムというふうに、それを計画的になせるよう

なことを考える、専門性を高めてスキルアップを身につけてというところで終わってしま

わない、今後の就業に結びつけるということを、山重委員は何度も何度もおっしゃってお

られるところだと思うんですが。やっぱり個別性と、それから、その中の就労の機会とい

う一つの、例えばクラウドを使ってというお話もありましたが、そうしたことも含めて検

討される必要がある。 

 先ほどの６ページのところで、無理なダブルワークの解消につながるレベルの収入にい

けるかどうかと、これはなかなか難しいというお話がありました。でも、教育費の支出に

備えるということは、お母さんたち、皆さんおっしゃるんですね。何とか生活するけれど

も、子どもさんの教育費の捻出が非常に厳しい。だから、これを１万円でも２万円でも積

んでいきたいというふうにおっしゃっていらっしゃるお母様があるので、教育費の支出に

備えるレベルというのもあるかもしれないし、それから、やっぱり報酬と品質管理と仕事

や受注の分配、これが一連の流れになるかどうかというのが、皆さんの今日のわりと関心

事だったのかもしれません。 

 それから、在宅就業に到達できる仕組みが、在宅就業といいますか、そこに至るまでの
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訓練から在宅就業に行くまでの仕組みに、かなり課題が、まだあるということについては、

皆さんの意見はかなり一致しているように思われます。 

 そういう意味では、やはりもうちょっと丁寧に学び方の集積とか、それから実験的なレ

ベルでの学びをもう少しやってみるとか、訓練のしやすい仕組みをどうやってつくれるの

かとか、それから訓練と就労が一体的につくられるような、それが大企業なのか、あるい

は地元の中小企業なのか、両方ご意見があったと思いますが、そうしたことを含みながら、

全体のｅラーニングという手法だけではなく、寄り添い型の支援も有効ということや、そ

れから、今、就労支援員さんとか、母子自立支援員さんというふうな、この周辺におられ

る制度があります。母子生活支援施設など。そうしたところと、もう少しネットをかけて、

この事業が単独で進めるだけではなくて、そうしたネットワークの中で進めていくという

ことも必要ではないかというふうなお話もあったと思います。 

 どこかで、この間の場合ですと、この間ヒアリングさせていただいた幾つかの団体を、

少し実験的な場として細かく検討といいますか、プロジェクトとして見直してみながら、

就労支援のモデルをつくっていただくという方法もあるかもしれないですね。この間の話

の中で、随分多くのヒントを、ここに多くの意見としてまとめていただきましたので、そ

れらを参考にしながら、さらに今のような、それをもう少しやっている企業や専門職を、

もう少し広げながら検討するという方法もあるというご意見だったと思います。ありがと

うございました。 

 今日、１１時半までというお話なんですが、最後に何か、これは言い残しているぞとい

うことがあったら、もし一言ずつでもおっしゃっていただけると。 

【新保委員】  今まで出てきたことですが、集積というのが、やはり大事だと思います。

仕事と、それから支援とが同じ場所で受けられる、もしくは一緒に受けられるという状態

をつくる必要があると思います。 

 本事業との関係で言うならば、例えば母子生活支援施設に入所しながら就労支援を受け

られるとか、母子自立支援員の支援を受けながら、就労自立支援員の支援を受けながら、

この学び、そして仕事場を見つけるということができるような集積という視点から対象を

これから考えていく必要があるのではないかなというふうに思います。 

 それから、２点目は、先ほど山重委員からお話がありましたが、社会貢献をしたいとい

う企業を直接の対象として選んでいくという側面が必要だろうと思います。その中には、

社会福祉法人にも社会貢献の役割が求められていますので、社会福祉法人に対する社会貢
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献をしたいというところが出てきた場合に、そこと組んでいくということもあるのだろう

なというふうに思います。 

 それから、もう少し一般論で言うならば、先ほど大和総研さんのほうから人材派遣業と

ＩＴ業界というふうな話がありましたが、人材派遣業というところと組むというのも一つ

あるかなというふうに思います。ここでは、在宅就労に近いようなお仕事から、かなり専

門性の高い仕事まで、学んでいった知識が生かせるような仕事を次々に紹介していただけ

るという可能性が総体的に高いだろうと思います。ですから、どこかと組むとするならば、

人材派遣業と組むというのは一つのやり方かなと思います。 

 それから、周委員がおっしゃっていた高等技能訓練との関係というのは、もう高等技能

訓練のようなしっかりとした資格を取るということ、これがまず必要だろうというふうに

思います。私が出会った、苦しんでいらっしゃる母子家庭の母たちの多くは、たくさんの

訓練を受けて、比較的取りやすい資格をたくさんお持ちなんだけども、でも、その資格が

うまく生かせてないという状態があります。とても大変な学びをして、しかも生かせてな

い。これをなくすためには、高等技能訓練の仕組みをより充実するということと、そして

今回の検討でわかったような社会貢献をしたいところとか、人材派遣業とか、集積とかと

いうキーワードで説明できるようなところと組んで作業を進めていくということなどの両

方から支えていくことが必要なのかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

【山崎座長】  ありがとうございます。 

【山重委員】  たくさん申し上げたんですが、最後は、ひとり親で子どもを育てるとい

うのは、やっぱり大変なことだと思うんですね。だから、そういう特別な環境にあって、

しかも、なかなかいろんな個人的な問題を抱えていらっしゃる方々がいらっしゃると思う

ので、そういう人たちが自立して、そういう家庭で育った子どもたちも健全に、これから

の日本を支えてくれるような政策というのを引き続き支援してもらえればいいなというふ

うに思いますし、私の意見を丁寧にまとめていただいて、全く共感します。 

 これで終わりです。 

【小豆川委員】  事業者の方と、それから個人の方々なんですが、やはり双方に対して

事業計画を立てるというお話が、私も大変賛成なんですが、そこに目標値をつくっていた

だいて、それぞれの事業者がどういう方向に具体的にしたいかということを、それぞれい

ろんなバラエティーがあるような取り組みがあっていいと思いますので、それをやってい
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ただきたいということ。 

 そして、個人に関しましても、ハイ、ミドル、ローというスキルがあるとともに、意欲

に関しても、やはりそれほど保護を受けながらということで、そちらのほうに寄ってしま

うような方々もいれば、より収入アップして、自分はもっと労働市場に出ていきたいとい

うような方もいらっしゃいますので、最初の段階でスキルと意欲、意識の評価を行って、

個人に対しても、やはり目標をつくって、それに対してモニタリングをやっていくという

ようなことの全体的なスキームが必要かなと思います。 

 そして、資格と就労のギャップを埋めるという点では、例えば一定のコースを修了され

た方に優先的に仕事を紹介するとか、そういった形で、より幅広いチャンスを得られるよ

うに、そういったような取り組みも中に入れていくということが重要ではないかなと思い

ます。 

 以上です。 

【周委員】  最後にちょっと感想を、シングルマザーへの就業支援メニュー全体につい

て、ちょっと感想を少し述べさせていただきたいんですけど、２００３年度以降、かなり

シングルマザーへの就業支援メニューが充実されてきて、当初は就業支援事業というのは、

５つ事業を導入されて、その後もさまざまな新しいメニューが導入されて、今回の在宅就

業支援も、その後に導入された新しいメニューなんですが、それは非常によろしいことだ

と思いますが、ただ、残念ながら、あまりにもメニューが多過ぎると、非常に周知徹底が

難しくて、せっかくつくった制度を知らないでいる、認知度が非常に低いという苦しい現

状があると思うのです。 

 なので、今回の事業のようにせっかく導入されたのですが、数年でやめてしまうとか、

そういうことになると、もうシングルマザーの方々には朝令暮改みたいなイメージを与え

かねないんですね。 

 だから、就業支援制度をつくるときには、やはり導入する前にたくさんの議論を重ねて、

今の検討会みたいな、ほんとうだったら制度が導入する前に行ったほうが望ましいと思う

し、導入する前に、やはりいろいろ実験して、特区をつくって、そこで実験して、うまく

いくケースとうまくいかないケースをまとめて、そのノウハウを蓄積した上で、初めて全

国的な制度に展開して、それを周知徹底して、事業はうまくいかなくても、すぐやめるの

ではなくて、ちょっと数年間、どこの事業も、やはり初めからうまくいくはずがないので、

数年間のスパンを置いて、ちょっと事業を見きわめて、なるべく持続性の高い制度を目玉
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として、母子家庭の母親に周知徹底させていくべきだなと思うんですね。 

 たくさんの就業支援メニューの中では、やはり高等技能訓練促進等費制度が一番今まで

の中の成功例だと思いますので、その成功した経験をほかの支援メニューにも生かして、

これからもっと母子世帯に対する、シングルマザーに対する有効な就業支援を進めていっ

ていただきたいなと思います。 

 以上です。 

【山崎座長】  ありがとうございます。大変貴重な意見、ありがとうございました。ち

ょっとこれを事務局でまとめていただくのは大変かもしれませんけれども、少しまとめて

いただいて、次のステップに向かっていきたいと思います。ありがとうございました。今

のお話、いろんな多方面になっているので、少しまとめないとならないと思いますけれど

も、よろしくお願いいたします。お手伝いしたほうがよければ、します。 

【度会室長補佐】  大丈夫です。 

【山崎座長】  はい、ありがとうございます。 

 それでは、ちょっとここまで……。まだありますか。はい、どうぞ。――いいですか。 

 もうちょっと時間がありますが、どうでしょうかね。次回の予定について、お話をいた

だいてもいいですか。 

【度会室長補佐】  皆様、ありがとうございました。次回の検討会の日程につきまして

は、７月１日火曜日、１０時からを予定しております。次回は、本日ご議論いただきまし

た内容を整理した上で、座長とご相談の上、事務局で報告書案を作成させていただき、こ

れをもとに議論していただく予定です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【山崎座長】  ちょっと余分なことなんですけども、お母さんにとって子どものことが

すごく気がかりなんですね。だから、就労支援のプログラムと一緒に、子どもさんの学習

支援もあわせてやりますよというのを私たちやってみたら、すごく利用者の方が、がっと

増えて、お母さんが就労支援の勉強をしているときに、もう一つ子どもさんの学習支援と

いうプログラムをあわせて並行させてやったんですね。そしたらお母さんたち、子どもと

一緒に勉強できると言って、ちょっとお母さんの気持ちが前向きになった経験を最近した

んですけれど、いろいろつくり方の工夫は考えられていいかなと思いますね。 

【山重委員】  今度の会議に関して、どんな話を持っていったらいいか、ちょっと考え

ているんですけど、厚生労働省として、このタイプの支援事業を今後どんな形で続ける、

続けない――イメージとして、ひとり親の方々の就労支援というのはすごく大事だという
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ふうに思っていて、今日もすごくいい意見がたくさん出て、私もいろいろ学んだんですけ

と、これをぜひ続けていただきたいなという思いがあるんですが、その点に関して、何か

厚生労働省さんのほうで、どんなイメージを持っていらっしゃるかが今あれば、少し共有

していただけると、その報告書の書き方も少し考えられるのかなと思っているんですけど。

全くないのであれば、その旨を教えていただければ……。 

【山本母子家庭等自立支援推進官】  ひとり親家庭の就業で、先ほど周委員がおっしゃ

いましたように、いろんなメニューがあって、それぞれ続けていかなければいけないとこ

ろがございますけども、やはり在宅のところにつきましては、メリットといいますか、就

業形態の一つとしてはあり得るのではないかというところは、個人的には思っていまして、

何らかの政策を打っていく必要があるだろうという認識はございます。 

 ただ、基金事業は、ちょっとコストパフォーマンスが悪過ぎましたので、もうちょっと

コストを抑えながら、実際に仕事の獲得につながるような、先ほどおっしゃいましたよう

に、訓練から開拓して、受注して、ひとり親に発注するみたいな、そういう一連の流れの

中で事業ができるような方法はないかというのは、ちょっと考えていきたいなとは思って

おります。 

【山重委員】  はい。 

【山崎座長】  大変期待感があるということですかね。どうでしょうかね。コストの問

題が、やっぱり一つ大きな壁になっているということですね。 

 どうもありがとうございました。それでは、今日はここまでということで、よろしゅう

ございますか。 

 

―― 了 ―― 


