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平成２８年度「第２回徳島県男女共同参画会議」

１ 日 時 平成２９年３月１４日（火）

２ 場 所 県庁１０階 大会議室

３ 出席者の氏名

阿部 頼孝 徳島文理大学部・短期大学部教授

多田 敏子 徳島大学名誉教授

井内 高志 徳島県商工会青年部連合会会長

上村 昌司 公募委員

川城 政人 弁護士

佐藤 真理子 徳島労働局雇用環境・均等室長

佐和 良佳 美馬市社会福祉協議会 事務局長

瀬尾 規子 徳島県女性協議会会長

高村 千恵子 徳島新聞社編集局次長兼編集委員室長

豊田 門郎 徳島県労働組合総連合事務局次長

中岡 泰子 四国大学生活科学部教授

中村 孝雄 徳島商工会議所副会頭

鳴滝 貴美子 和田島漁業協同組合女性部部長

秦野 亜美 公募委員

吉岡 一夫 徳島県医師会常任理事

＜会議次第＞

１ 開 会

部長あいさつ

委員紹介

２ 議事

(１) 会長及び副会長の選任

(２) 「ともに輝く『新未来とくしま』創造プラン～徳島県男女共同参画基本計画（第３次）～」

の進捗状況等について

(３) その他
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＜資料＞

１ 徳島県男女共同参画会議運営要領

２ 徳島県男女共同参画推進条例（抜粋）

３ 平成２８年度 男女共同参画施策推進状況

４ ともに輝く｢新未来とくしま｣創造プラン 成果目標一覧

５ 平成２９年度当初予算関係資料（女性活躍推進統括本部）

６ 冊子及びリーフレット ともに輝く｢新未来とくしま｣創造プラン

～徳島県男女共同参画基本計画（第３次）～

＜議事概要＞

１ 正副会長選任

２ 「ともに輝く『新未来とくしま』創造プラン～徳島県男女共同参画基本計画（第３次）～」

の進捗状況等について 事務局（男女参画・人権課）から説明

（会 長）

ありがとうございました。只今、事務局から説明をいただきました。議事説明の内容に関わらず、

今後の施策の方向性等について、委員の皆さまからのご質問やご意見、ご提言でも結構です。何かご

ざいませんでしょうか。

また、新しく就任された委員さんにおかれましては、お聞きしたいことなど、何でもご遠慮なく聞

いていただいて結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

では、◯◯委員さん、トップバッターでお願いします。

（委 員）

どうぞよろしくお願いします。先ほどの事務局からの説明で、最後の新規事業のところで徳島で働

くことの魅力を発信ということで、「女性活躍先進企業等訪問バスツアー」ということで、中・高生

を対象にされているということで凄く良い取り組みだと思うんです。

全てにつながると思うのですが、やはり若年層というか、若い子どもさんの時からそういった意識

づけというか、そういうのがとても重要ではないかと思います。今現実のそういった施策も大事です

が、やはりこれから先を見据えてのそういう意識づけとか、学生時代でのそういった経験とか、そう

いうのが将来的につながってくるのではないかなというのを凄く感じます。

それで、こういった施策を予算の限りもあると思うのですが、例えば小学校であれば何かこれは男

女共同参画ではないかもしれないですが、「赤ちゃん事業」とかいうので子どもさんのそういった子

育ての事業があったりとか、そういったものも将来、共に子育てをしていくという意識づけだったり、



- 3 -

そういうのにも繋がってくると思うので、そういう施策というのをこれからもどんどん増やしていた

だけたらなという風に思います。ちょっと１点だけなのですが。

（会 長）

はい。只今の◯◯委員さんからのご提言に対しまして何か、では男女参画・人権課お願いします。

（事務局）

男女参画・人権課でございます。ご意見ありがとうございます。今、◯◯委員からご意見をいただ

きましたとおり、新規事業で考えております「女性活躍先進企業等の訪問」というところでございま

すが、まさに委員が仰いました若いうちからのキャリア意識を形成していただくという意味で新たに

取り組もうとしているところでございます。

また、併せまして県内に女性のロールモデルといいますか、活躍されている企業さんがあるという

ことを中高生の皆さんに知っていただく。これはいわば県内に残って就職をしていただく、人口減少

対策的な観点も含めた新たな取り組みとしてやっていこうと思っているところでございます。

併せて「リケジョの仕事体験ツアー」というのも書いておりますが、これにつきましては今年度、

一度12月に試行的にやらせていただいておりまして、徳島大学理工学部・医学部、あと四国電力さん

とかもバスツアーで見ていただくということで、これも非常に応募が多くて好評をいただきました。

こういった形でリケジョにつきましても、特に理系女子という流れを若い内からというところと、企

業訪問につきましては委員さんが仰いましたキャリア意識の形成、県内で就職をしていただこうとい

う観点でやっております。

また周知等につきましても、先ほど申しましたようにこの先進企業ツアーの受け入れ企業を広く公

募したいと思っておりまして、その中で県内に広く周知して参りたいと思いますので、またよろしく

お願いしたいと思います。

（会 長）

それでは続きまして、どなたからでも結構ですので、いかがでしょうか。◯◯さん、お願いいたし

ます。

（委 員）

まず、２点発言します。１点は、◯◯委員がまだ来ておられないので、来られたら仰ると思います

が、今年９月２日・３日に「高齢社会をよくする女性の会全国大会」が開かれます。2,500人規模で、

もう既に動いておりまして、四国大学の松重学長にも実行委員になっていただき、それと色んな企業

さんにもご協力いただいて動き出しているところでございます。
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私も20年活動していると、それなりの歳になってまいりましたので、上の世代の方に目が行くよう

になりました。そうするとこの資料の「女性応援事業」では、現職応援的な事業が多いのですが、侮

れない高齢者の方々を応援していただきたいなと思っております。◯◯委員が言いますには、「高齢

社会をよくする女性の会」、これは樋口恵子さんがＮＰＯ法人を作っておりまして、全国各地でやっ

ております。昨年は山梨県でも盛大にやっております。

それで、女性の会ではなくて「高齢社会をよくする会」、男女両方ともということで徳島県は取り

組みたいということを言っております。男女共同参画・人権課のプランとしてはここにないのですが、

県内の別の部署ではその応援はしてくださるんでしょうか。といいますのは、◯◯さんが知事はもと

より副知事や県民環境部長のところにも行かれたと思います。精力的に２年ぐらい前から動いていら

っしゃるので、応援というのはあるんでしょうか。まずこれが１点目、ご回答をお願いします。

（会 長）

では、今の◯◯委員さんからのご質問に対して、どなたか、どうでしょうか。

（委 員）

◯◯さんは県の支援はないというようなことを言っておりました、今のところ。だけどまだ期間が

ございますので、関係部署として、生涯学習課の方、お願いします。

（会 長）

では、お願いします。

（事務局）

生涯学習課です。生涯学習課が県婦連さんを所管させていただいているのですが、この高齢社会を

良くする女性の会に関してはお聞きしているのですが、教育委員会の担当ではなくて、ちょっと担当

の課は忘れたのですが、そちらの方で事務局の方とやりとりをされて進めておられるということをお

聞きしております。すいません、部署名を忘れて申し訳ありませんが、支援をさせていただいており

ます。以上です。

（委 員）

ありがとうございました。

（事務局）

すいません、担当課から補足説明をさせていただきます。
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（事務局）

長寿生きがい課です。長寿いきがい課の方でも、この行事につきまして今お話をいただいておりま

して、調整をさせていただいているところと伺っております。

（委 員）

ありがとうございました。また◯◯委員が参加されたら言うかなと思いますので、取りあえず私は

前段だけお伝えします。女性協議会としても大いに応援したいなと思います。もうかれこれ４年前に

なりますが、日本女性会議阿南の時にはもの凄い応援をいただきましたので、是非ぜひ県の方からも

ご支援を、「高齢」と言うと失礼なぐらいメッチャ元気なので、応援をよろしくお願いいたします。

それで女性協議会の方からの提案ですが、事務局の方には昨日が期日だったのでご連絡させていた

だきましたが、今言ってよろしいですか？「13日までにご意見のある方は送ってください」というこ

とで、私がメールで送った内容を今言ってよろしいですか？

すいません、女性協議会として私が代表で来ていますので、29団体あるのですが、まとめて集約し

て出てきた意見をここで述べさせていただきます。本来、知事とのしゃべり場というのを企画したか

ったのですが、なかなか知事が多忙でございますので私が皆さんの意見を集約して発表させていただ

きます。

どこの団体も同じなのですが、高齢化してきていまして30代・40代、20代もそうですが空洞化して

いるという理由が１つございます。◯◯さんもご存知かなと思いますが、リーダーを育成する講座と

いうのが、過去には県主体でやっていたのですが、お金がなくなったため、色んな事業がなくなり、

民間団体に委託していく傾向がありました。

それで男女共同参画の講座なのですが、これはリーダー養成講座です。平成18年までありました。

空白の10年です。その後、フレアで各団体が色々講座をやったのですが、単発であり、それに採択さ

れるために内容などに制約があり、各団体のミッションに沿った講座しかできていないのが現状です。

フレアの利用者数は、数値としては凄いんです。ただ、人材を育成していくというところは欠ける

のではないかと思います。もう予算が出来上がっているので無理だろうと思うのですが、やはり県が

主催した講座、24市町村ありますので、そこからも何人かずつ来ていただいて次の世代、私も20年活

動してまいりましたので、やはり10年・20年下の世代を育成していかないと続いていかないと思いま

す。というのが２点目です。

県主催の女性リーダー養成講座、男女共同参画講座的なものを県主体でやってほしいなというのと、

もう１つ、過去には女性協議会が県の委託を受けまして「女性大学講座」、あるは「女と男（ひとと

ひと）のセミナー」というのをやっていました。これは県内で３ヶ所ぐらい、300～400人、大規模に

講演会をやっていて、今をときめく著名な方を呼んで講演会をやっていたんです。
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そうすると、地域に色んな意識啓発ができますので、聞いている聴衆の中から目覚めてくる方が必

ずいらっしゃいます。それが次の人材育成の講座につながることがございます。そういうことがござ

います。お金がないのは重々承知しておりますけど、努力すれば何とかなるのではないかなと、民間

も協力は惜しみませんので、来年度の予算化に向けて是非ご検討いただければと思います。

事務局にお返事いただきたいのですが、フレアキャンパスをやってきているのですが、やはり単発

で小ぶりですよね。テーマに制約があるので、人材育成という部分で少し欠けるのではないかなと思

うところがあります。また後ほど別の意見を言います。以上です。

（事務局）

ときわプラザの◯◯でございます。お世話になっています。委員には、いつもたくさんのご協力を

いただいてありがとうございます。仰るリーダー養成講座、確かにジリ貧傾向で、昨年度リーダー養

成講座をシリーズもので行ったのですけれども、実際のところなかなか人が集まらない。講師先生に

大変なかなか申し訳ないような状況が続いておりました。

それで、少し視点を変えて今年度は市町村でまずはやっていただこうかなと。というのは男女共同

参画、市町村との連携が少し弱いという側面があって、その反省を踏まえて市町村とも裾野を広げる

努力をしてみようかなと思って、今年度は美馬市さんと徳島市さんで２回、講座を持ちました。

市町村の方々とお話をしますと、まずは市の職員の中で管理職になったり重要なポストになるとい

うことを敬遠する、なりたがらない女性職員が多いのが悩みであるというようなお話を伺いまして、

まずは女性職員がそれぞれの組織の中でリーダーシップが取っていけるように、あるいはそういうポ

ストを目指す意欲、あるいはそういうモデルとなろうというケースを作っていくことが大事かなと思

ってやってみました。

来年もこの方式で全ての町村、一通りはやってもらいたいなと思っております。委員の今仰るのは

また別な、個人個人をターゲットにしたものかなと思うのですけれども、従来の踏襲では受講生が集

まらないのは事実のようですので、違う何かをまた考えていきたいと思います。

（委 員）

ありがとうございました。今年は新しい取り組みで市町村に「地域リーダー養成」という講座をな

さっているので、よかったかなと思います。せっかく良い計画ができているので、もっと裾野を広げ

ていってほしいと思います。第3次計画は30年度までなので、29年度はまた第４次計画に向けて新し

いプランを作らないといけませんよね。

これは、かなり各部署の方、数値目標を達成したり現在進行形で凄く頑張っているので感動しまし

た。横断的にやっているのに敬意を表したいと思います。誉めさせてください、腐すばかりじゃなく

て。凄いなと最初は思いました、資料をいただいて。本当に後ろに並んでいる部署の方々、ありがと
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うございます。

（会 長）

ありがとうございました。この県政評価の対象で数値目標というのがきちんと出ていて、評価が出

るものですからね。やはりただ全般的に「善処します」とか「やります」というだけではなかなか行

政、そこで立ち止まっている訳にはいかないという状況ですのでね。

では次の方、お願いします。◯◯委員さん、お願いします。

（委 員）

よろしいですか。私、初めての参加でちょっと緊張しておりますが、先輩方を差し置きまして少し

喋らせていただきます。私、ちょっと思うところがあるのですが、「テレワークの普及について」と

いうことなのですが、このテレワークというのは自由に働ける、子育てとか介護とかの世代の方でも

ご自宅で働けるということだと思っているのですが、これで今のところ80社目標が22社ということに

なっております。

それが悪い云々というのではなくて、実際徳島県というのはブロードバンド環境が非常に良い。こ

れを絶対に利用して、テレワークという企業をどんどん増やしていくのが一番良いことだと思ってお

ります。それが働き方改革になって生産性を上げていくに違いないと思っているのですが、ただ今の

現状、企業の方が「テレワークって何だ？」というところになっていると思うんですね。

実際、テレワークでどんな仕事をさせることができるんだ、生産性をどう保てるのか云々、企業に

とっても不安な点が色々あると思います。そういった点を企業にとってより分かりやすく、具体的に

何かを県の方でまとめていただいたり、そういう風なことをして、それを各企業にＰＲしていく。

それによって、やはりテレワークを行っている企業が増えていくと、せっかく勤めていた会社を辞

めなくても済むし、これから老人が増えてきて介護になる場合もあるし、そういった方でも親の介護

をしながらでも今までの会社で働ける。そういう環境をこれから2025年の老人が増えていくという時

に合わせて、どんどん今からやっていかなければならないと私は思います。

それを経済団体と商工会議所もそうなのですが、色んな経済団体と共に徳島県内の各企業にそうし

たテレワークの働き方ということを一つずつ教えていく、賛同していってもらうということを是非や

ってほしいなと、そのように思っております。以上です。

（会 長）

只今の◯◯委員さんからのご発言に対して、テレワークを推進している担当の方、お願いします。

（事務局）
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労働雇用戦略課でございます。委員からお話がありましたとおり、県では企業に対してテレワーク

の導入について推進しております。ただ企業の方からのお話でもありますとおり、労務管理の確保で

すとか、なかなか導入に対して支障といいますか、導入がなかなか進んでいない状況でございます。

そんな状況も踏まえまして28年度、徳島県においては普及が進んでいない企業に向けたテレワーク

の導入促進に向けて、テレワークキャラバンとしまして県内の様々な地域でワークショップや個別相

談会を開催するとともに、「テレワークフェスティバル」というものを開催しまして、普及・啓発を

進めております。

更に、雇用型テレワークの今後の推進方針というものを作成しまして、今後更なる導入促進を進め

て参りたいと考えております。以上でございます。

（会 長）

それを継続していただいて、しっかりと中小企業のためによろしくお願いします。続きまして、ど

なたからでも結構ですのでご意見を、では◯◯委員さん、お願いします。

（委 員）

主要課題４ということで「女性に対するあらゆる暴力の根絶」という課題を挙げられていて、性犯

罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置をされているということで、28年度には

３ヶ所を設置されていると伺いました。

それで、やはり重要なのはこういう性犯罪とか性暴力被害者のためには、使いやすい施設を作ると

いうことが一番重要で、施設の数にこだわられるのはあまり良くないのではないかなと思っています。

数値目標としては、やはり客観的な指標が必要なので、こういう数とかにならざるを得ないのかも

しれませんけれども、やはりそこは広報、こういう相談しにくい方に対する施設については広報を充

分される必要があると思いますし、施設に相談者が来られた時にどういう対応をするか、二次被害と

かいう話もあり得ると思いますので、その辺、広報と施設の充実についてもご留意をいただけたらな

という風に思います。以上です。

（会 長）

はい、ありがとうございました。只今の◯◯委員さんからのご発言に対して、男女共同参画・人権

課、お願いします。

（事務局）

ありがとうございます。今いただきました性暴力被害者支援センター、愛称といたしまして「より

そいの樹とくしま」ということで昨年、28年７月１日に中央・南部・西部という形で県内３ヶ所に開
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設をさせていただいたところでございます。

このセンターにつきましては、まず一昨年12月の当会議の場におきまして◯◯委員の方からも「徳

島県内での開設を」というご提言もいただき、その後早急に対応を進めまして昨年７月に開設をした

ところでございます。

計画の目標としましては、確かにスピード感をもって取り組みたいということで「28年度３ヶ所」

という目標とさせていただいたところでございますが、まさに◯◯委員さんのお話にございましたよ

うに中身ですとか、いかに支援の必要な人に知っていただくか、広報が届くかということが重要かと

思っております。

広報につきましては、これまでもリーフレットとか携帯型のカードなんかを作りまして医療機関、

あと県内の小・中・高校、今は大学までも手を広げておりますが、などに配布をいたしましたところ

でございます。

また先週からですが、県内のコンビニエンスストアの一部のご協力をいただきまして、カウンター

の方にリーフレットを設置するというような形で、幅広い年齢層の女性の方々に少しでも手の届くよ

うな広報ということでやっております。まだ７月の開設から経っておりませんけれども、引き続き広

報の充実には取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

また、センターでの相談対応というご意見でございます。これにつきましては当センターの支援と

いたしましては医療、心理面のケア、あと重要なのが法律面ということでございまして、それぞれ徳

島県医師会の中の産婦人科医会さま、臨床心理士会さま、また徳島弁護士会さまにも多大なご協力を

いただきまして、様々な面からサポートする体制を取っております。関係機関による連携協議会も組

織をいたしまして、今年度も３回開催をさせていただいたところでございます。

そういう形で、行政だけで対応できる案件ではございませんので、幅広い関係機関との連携により

まして被害者の方の相談支援をできるような体制に努めておりますが、開設後、色んな課題も見えて

おりますので、今後その辺はまた各機関のご意見もいただきながら検証いたしまして、より良い相談

体制の充実ということで取り組んでまいりたいと思いますので、引き続き特に弁護士会さまのご協力

をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

（会 長）

よろしいですね。それでは、どなたからでもご意見をいただきたいのですが、いかがでしょうか。

それでは◯◯委員、お願いできますか。

（委 員）

初めて参加をさせていただきます◯◯といいます。私は常日頃、労働組合の分野、働く女性の分野

で色々できることをやっております。日頃そういうところで働く女性の集いみたいなこととか、母親
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大会とかいうことにも参加をさせていただいていますけれども、この県の進めている「働く女性応援

フェスティバル」というものを私も初めて知って、まだまだ勉強不足だったなという風に反省をして

おります。

参加者が1,300人を超えて非常に多いということで、本当に大変素晴らしいことをしていると思い

まして、ぜひ私たちもこういうところに積極的に参加して、もっと幅広い参加者を募りたいと思いま

す。そういう意味で広報をぜひ教えていただければ、私ども大いに宣伝をしていきたいと思います。

私ども実際、働く女性がこういう交流集会みたいなものをした時に、まだまだ職場では女性がなか

なか十分働けないというか、なかなか力を発揮できないというところもあれば、逆に身体の機能的・

体力的に大変なところがあるということを聞いたりしていますので、ぜひ今年の11月に開かれる予定

のものも積極的に参加していきたいと思います。

また、ここで出た意見などをもっと広範囲に広げていただけたらという風に思います。私たちもそ

こに参加をして、もっと出た声を広げていきたいと思いますので、ぜひ今年も積極的に参加したいと

思います。よろしくお願いいたします。

（会 長）

◯◯委員さんからのご発言に対して、担当課の方、お願いします。

（事務局）

男女参画・人権課でございます。今ご意見いただきました「輝く女性応援フェスティバル」につき

ましては、これまで毎年定期的に開催してまいりましたが、今年度は特に冒頭、部長の話にもござい

ましたが女性活躍推進法の施行という中で、特に“働く女性”ということで企業さんとの連携という

形で開催をさせていただきまして、企業からの事例発表ですとか、企業の皆さまにもご出席をいただ

いたところでございます。

来年度のフェスティバルにつきましても、更に企業さんとの結びつきというのは深めてまいりたい

と思っておりますので、またその面では周知あるいはご参画という形でご協力をいただけたらと、逆

にこちらも思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

また、出た内容の周知につきましては、若干十分でない部分もあったのかなとも思いますので、そ

れを更に良い意見をフィードバックさせていただいて、より知っていただくというような形で工夫し

てまいりたいと思います。ご意見ありがとうございます。

（会 長）

やはり同じことをやるにしても、県それから今回は労働組合の方、それから同時に国も連携が必要

だと思うので、◯◯委員さん、何かご発言がございましたらお願いしたいのですが。
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（◯◯委員）

それでは、資料３の４ページ（６）「女性の活躍状況の見える化の推進」のところの実施・進捗状

況ということで、次世代育成支援のための職場環境整備事業として、「県内の圧倒的多数を占める中

小企業における行動計画の届出を促進する」ため、企業訪問等をされているということですけれども、

女性活躍推進法が昨年４月から施行されましたが、法律で届出等が義務づけられているのは301人以

上の企業でして、300人以下は努力義務ですので、県内の中小企業の届出状況は低調な状況です。

行動計画の策定支援ということで企業訪問をされる際には、ぜひ次世代法だけではなくて女性活躍

推進法についても周知していただければと思います。私の方で資料ですとか、あと研修とか、そうい

うことで協力できることがありましたらさせていただきますので、よろしくお願いします。

それと、その下に「建設業者の格付けにおける女性職員の雇用評価の実施」というのがありますが、

この具体的な内容を教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。

（会 長）

では、担当の方がおられましたらお願いしたいのですが。

（事務局）

県土整備部です。女性の雇用評価ということでご質問をいただきましたけれども、建設企業の格付

けというのを行っておりまして入札参加資格、入札に参加する場合の審査申請の関係なのですけれど

も、女性を雇用している場合に、企業の格付けとして加点されるといった制度になっております。以

上です。

（会 長）

はい、どうぞ。

（委 員）

女性を雇用していれば良いということで、雇用形態とか、そういうのは関係ないんでしょうか。

（事務局）

すいません、ちょっと詳しいところは担当が来ておりませんので、今すぐ回答することはできない

のですけれども、また伝えて回答させていただくようにいたします。

（会 長）
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今のことと関連して、商工労働観光部で地域産業活性化事業審査委員会という風なものがありまし

て、それで商工会議所の色んな活動の中でそういう女性のいわゆる就職支援ということを加点してい

るのではないかと思うのですが、もし担当部署で分かるところがありましたら…。

たまたま私、その委員会に関係していまして、普通商工会議所というのは以前は国から予算が来て

いたのですが、今はそれを県がいったん受け入れして、それを色んないわゆるアイデアを出している

ところに対する傾斜配分する制度を作っているんですね。それで非常に商工会議所は活性化している

と思いますね、そこの職員の方々がね。

そういう中に色んな県の事業を散りばめていまして、そういう風な事業をやっていたら加点、＋１

みたいな形でね。何かそういう誘導策がある程度ありませんと、ただ単にお題目だけでなかなか特に

中小企業とかはなかなか動きませんのでね。そういった仕組みづくりも必要なのではないかという風

に思います。

それでは次の方、目が合いましたので◯◯委員さん、お願いします。

（委 員）

すいません、初めてで何を喋れば良いのか分からないのですが、今この推進計画を見せていただい

て、全て網羅されているんだなと、皆さんいっぱい考えていらっしゃったんだなと思っていました。

それで、自分がやっていることの中で何かないかなと思って見てきました。２つぐらい考えてきまし

た。考えてきたというか、やっていることだけなんですけれども。

例えば今、◯◯というところにいますが、◯◯でやっていたのは、いっぱい看護師さんが辞めまし

たので、辞めないためにどうしたら良いかということで色々考えた時に、タイムシェアであるとか、

時間短縮であるとか色んなことをやってきて、そして24時間保育は凄い難しかったのですが24時間保

育が何とかできて、現在、出産して復帰率が26年度で88.2％まで何とか上がってきたということがあ

りまして、これは良かったかなと思っています。

ただ、今ちょっと考えているのは医師なんかでもそうですし看護師なんかもそうですけど、優遇処

置を取った、でもキャリアとして例えば医師なんかでも専門医を取るためにはやはりある程度休まず

に働かないと専門医制度を取れないというところがあって、その専門医制度の中に出産・育児という

ことが盛り込まれていないような施策になっている。

それで、「もう専門医を取らなくても医者だけ続けてたらいいやん」というような感じの女性もい

らっしゃるということがあるので、どれだけインセンティブを付ければ良いのかというところは分か

らないのですけれども、そういうようなことも考えていかないといけないのかなという風に思ってい

ます。

あと私、医師会の方でも活動させていただいていますけど、その中では２つの部門を担当させても

らっていまして、救急とそれから男女参画というところを今年から担当させていただいています。
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男女参画の方では育児支援ということをずっとやってこられたようですけど、今年から介護休暇の

法律改正があったということで、介護ということについてやろうじゃないかということで今やってお

ります。それで「あなたの親が今介護が必要となった時にどうするのか」というようなことについて

アンケートを取ったり、そして各病院に行って会を開いたりしています。

その中で言われているのは、やはり介護の仕組みを知らないということが言われています。ただ、

本を見ると県の方もきちんと色々介護の仕組みについて広報されていますし、地域包括支援センター

の方に行けば分かるとか、現場のお医者さんのところに行けば分かると、きちんとやっておられるん

ですけど、まだそれでも知らない人がいっぱいいて、介護保険を40歳から払っていること自体を知ら

ないとかいう医師の方もたくさんいました。

ですから、目を介護に向けてやるということも大事なのかなと、いわゆるＭ字カーブという中で育

児で離職されて、また介護でも離職されるということがないようにしないといけないのかなと思いな

がら活動をさせていただいています。提言とかいうのはありません。以上です。

（会 長）

ありがとうございました。今の◯◯委員さんのご発言と関連して、◯◯委員さん、何かありました

らお願いします。その後で、また県の方からレスポンスをいただきますので。

（委 員）

医師会の方から介護の話になるとは思っていなかったので、凄い介護側からするとありがたい機会

というか、連携になっていくのかなというのが実はあります。

ここに地域包括ケアシステムに対しての強化というところで、私も去年というか一昨年ちょっと仕

事の方ができていなかったのであれだったんですけど、ここ１～２年、県が高齢者だったり障害者だ

ったり安心して暮らせるためにという風な取り組みをされている部分が凄く表に出てきたなというこ

とを感じていたんです。頑張ってるなというか、頑張ってくれているなというのを感じていて、研修

会の機会等も増えたり、いま国から伝えてくれるべきことを、きちんと下ろしてくれはじめたのかな

ということを感じていました。

国も「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現という辺りの中で、色んな機関が連携をしないとこれ

が実現できないんだということが言われていて、その底辺の部分を福祉が担っていくのかなという風

なところで、社会福祉協議会なんかも自分と共にというところで地域を作ってきたので、その部分を

どうやって担うのかなというところを考えているところなんです。

そういった中でも、介護職員不足というのが本当に顕著に表れていて、そういった仕事をしたくな

いというのがまず若者の中にあるのはもちろんなんですけれども、どうしても「若い方では介護がで

きないよね」というのも実際にはあるんです。なので、ちょうど子育てが終わった辺りの方に対して、
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この頃ヘルパー研修なんかだと無料でさせていただけるような制度も出てきたりしているので、そう

いったところで上手に人をキャッチして介護の部分を担う人を育てていかないと大変なことになるな

というのが、福祉の業界では分かっています。

そういった部分をやはり医師との連携の中でもやっていかないと、在宅での生活という風なことが

言われているんですね。施設には入れないということを言われているので、そうなると在宅福祉とい

う部分で考えるとヘルパーさんというのは本当に欠かせない存在になりますので、そういったところ

の育成も必要ですし、実際に包括ケアシステムの方の取り組み強化を４町村がやっているんですけれ

ども、たぶん課題抽出は十分できていると思います。

けど、その課題の解決方法が分かっていないというのが、たぶん顕著に表れていると思います。じ

ゃあそれをどうするの？というと、もうお手上げ状態の中で話が進んでいないのではないかなという

風に思います。

そういった時に、やはり住民の力を借りていくということを今やっていきましょうというのが国の

流れになっていますので、そういったところの“お互い様”というところを育て上げていく福祉の部

分で色んな機関が連携しながら、その役割分担をしながら担っていくという風な仕組みづくりが必要

なんだろうなと思います。

特に、皆さんももう分かっていると思うのですけれども、田舎では移送の問題が一番大きいです。

何を言っても移送なんです。かなり認知の方が増えてきた関係で、たぶん免許証を頂けない状況がも

っと増えてくると思います。田舎で車がないと、本当にどうしようもない状況になるんですね。お子

さんとの同居もしていないし、夫婦世帯で買い物にも行けないというような状況が起きてくる。

だから、この移送問題について「住民でどうにかしなさい」という次元ではないんだろうなと、こ

この部分を行政が担っていただけるとありがたいのかなと、いつも考えています。自分が免許がない

と、どんな生活になるんだという辺りのことを想像していただけるとありがたいかなと。

色んな法人さんなんかが協力できる部分も確かにあるとは思うんですけれども、限界があるのかな

というところで、どういった町を描いていけるのか、人が減っていく中でどんな地域になっていくの

かということを想像しながら動かないと、この超高齢社会、徳島県の人口減なんかは特に酷いと思う

ので、とてもじゃないけど、たぶんその頃自分がそこに置かれるので、どんなみじめな生活をしてい

くんだろうみたいな、そんな時代が来ないように皆さんと協力できれば良いのかなとは思います。

（会 長）

今の◯◯委員さんと、それから◯◯委員さんの話に関連いたしまして、どなたからでももしコメン

トすることがあれば、お願いします。はい、ではお願いします。

（事務局）
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◯◯委員さんからご意見というか医療現場からの思いということでのご発言かと思います。まさに

出産・育児によります女性のキャリアの断絶、また最近では介護離職の問題というのも当然医療の分

野では深刻な問題かと思いますし、それはおそらく働く女性全般にとって非常に大きな問題なのかな

と感じております。

今回、今日もご説明しておりますこのプランにおきましても、その観点は十分に盛り込んでいるつ

もりではございますし、新たに「育児と介護のダブルケア」というような用語も初めて計画の中に盛

り込ませていただいたところでございます。医師会さんにおかれましては一昨年７月、日本医師会さ

ん主催の「男女共同参画フォーラム」を本県で開催をいただきまして、私も当日、参加をさせていた

だきましたけれども、現場での実体験を踏まえたご意見を医療関係の皆さまが交わされて、課題とし

て持ち帰られたようなこともされていたと思います。ああいった形でその中に行政も連携をさせてい

ただいて課題を共有させていただいて、何らかの取り組みなり意識の共有という形でやっていければ

と思っているところでございます。十分なお答えではございませんけれども、また引き続きよろしく

お願いいたします。

（会 長）

私の知っている範囲では、先ほど言いました商工労働観光部がやっている事業の中で、那賀町で買

い物難民対策というんですかね。そういうのを立ち上げてやっている方がいらっしゃいます。だから

もちろん「とくし丸」というのもそれの１つの形なんでしょうけれども、商工会が１つの基盤となっ

てそういう風な免許証をお持ちでない方々に便宜を図る。

そういうことをやはり地域でネットワークを作っていかないとね。本当に困るというかね、そうい

うことになりかねないと思いますね。それでは漁業の方で◯◯さん、何か意見がございましたらお願

いします。

（委 員）

すいません、お名前をいただきましてありがとうございます。私は和田島の方でちりめんを作って

おります漁業者です。皆さんご存知のように、海に出るのは男性なので、漁業分野では女性が、言葉

はいやらしいのですが下に見られているというか、そういう風な感じは全国的にもあるんですね。

それで、本当に農業の方とは違って役員というのは全然、ほぼ徳島はもちろんですけれどもゼロに

近いかなと思います。富山県の方は漁連の会長さんに女性がなりまして、進んでいるそういう県では

あるんですけれども、やはり漁師といえば“魚を獲ってなんぼ”ということがありますのでね、うち

の主人も子どもも。

それで、だからこの「男女共同参画」という言葉自体も知らないんじゃないかな、「何か聞いたこ

とはあるんだけど、何だろうか」という感じで、それを思っている人も多いのではないのかなと思っ
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ているんです。

この資料の中にも、女性の参画が少ない分野での活躍促進ですか、その中に漁業の方が入っていま

すけれども、そのような感じで少しずつでも来ていただいて、「こんなのもあるんですよ、こんなこ

とも県の方ではしているんですよ」ということを懲りずに地道に来ていただいて、足を運んでいただ

いて知らせていただきたいと思います。

そうでないと、話をしても大きな無線とかそういうので凄い大きな中で喋りますので、けんか腰み

たいな感じになるんですよね、実際の話。だからちょっと落ち着いたところで話をするのもいいかな

と思うのですが、やはり気も短いのでちょっと難しいところもあるんですけれども、男女共同参画と

いうのも大事なことなので、私は漁協の方から少しずつ話をしていこうかなと思っていますけれども、

また県の方でもよろしくお願いいたします。以上です。

（会 長）

何かコメントはありますか。どうぞ、お願いします。

（事務局）

水産振興課でございます。◯◯さん、ご意見ありがとうございます。◯◯さんの仰る通り、漁業は

他の分野と違いまして、全国的にも役員の数が少ないところでございます。徳島県におきましても役

員は、ほぼゼロに近いのかなと思っておりますが、そのような中でも本日出席いただいております◯

◯さんの所属する和田島漁協さんにおかれましては、女性部がメインとなって「網元や」という食堂

を運営いたしました。

この10月30日にオープンしまして、その運営も女性部の皆さんでやっております。更にこの「網元

や」を良いものにしようということで、専門の東海大学の先生をお呼びして勉強会を開いたり、広告

等を作ったりというような活動をしまして、それが認められて国からの事業も取っているというよう

なことで、全国的に見ましても和田島漁協女性部というのは、かなり先進的な取り組みをされている

のかなと思っております。

これにつきましても、県もこの国の事業を取る時にはオブザーバーとして色々とご協力させていた

だいておりますし、それ以外の取り組みにつきましてもイベントの参加とか企画運営等でも共にご協

力させていただいております。このつながりで更に女性の促進が漁業に関しましても進められればな

と思っております。

また、県の単独の戦略であります「とくしま水産創生ビジョン」というのを昨年12月に作ったので

すけれども、そこでも漁村女性の活躍というのを１つの目標にしておりますので、今後とも更なる女

性の活躍ができるような施策を取っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
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（会 長）

徳島県は県の審議会の女性の占める比率が50％ということで、全国で１、２というかね。それから

もう１つ力を入れているのは、若い人たちの声を聞こうというので、今日も実はお二人とも公募だと

思うのですが、お二人に来ていただいておりますので、◯◯委員さんと◯◯委員さんからご発言をい

ただきたいと思います。では、◯◯委員さんからお願いします。

（委 員）

◯◯です。よろしくお願いします。私自身、学生なので学生なりの意見を何か出せたらいいなと思

ったのですけれども、私は今ちょうど就職活動をしているんですけど、色々なところに行って合同の

企業説明会を聞いたりとか、県外に出て行って県外の企業の説明会を聞いたりとか色々しているので

すけれども。

自分の働きたい企業を決める上で福利厚生というのは凄く大事な部分だと思うんですけど、その中

でも１回出産とか子育てを終えて、また同じ職場に戻りたいという人もこれからどんどん増えてくる

と思うし、私自身がそうなので、再就職しやすい企業がもっと増えていくといいなと思いました。県

外の企業の説明も聞いたのですけれども、徳島県内と比べると県外の企業の方がそういう取り組みが

熱心なのかなと少し感じました。

今回、この資料を頂いて家で見たのですが、凄く色々な活動をされていたり、働く女性に対しての

対策が色々あって、全然見たことないものが色々あって凄く勉強になりました。私自身テレビを見て

いたりとか、ニュースなどで待機児童が増えてきていたり、徳島県内でも待機児童が少なからずいる

とは思うので、働く女性が子どもを保育所に預けて仕事に行ける環境であったり、その会社の中で子

どもを見ていただける所があると、もっと働きやすいのかなと思いました。大まかな意見になったん

ですけど、以上です。

（会 長）

ありがとうございました。ちなみに◯◯委員さんは◯◯先生のところの学生さんなんですね。それ

から◯◯委員さんは、チラッと先ほど聞きましたら私の授業を取ったことがあるということですが、

お願いします。

（委 員）

◯◯です。初参加ということで明確なビジョンというか、方向性がまだはっきりしておらず抽象的

なので、的外れなことを申し上げるかもしれませんが、ちょっと若者ということで。

この今日お配りいただいたチラシの左下のところに、「輝く女性応援フェスティバル」とあるので

すが、この中に働き方改革をテーマとしたセミナーがあります。先ほどもありましたが、18年で終わ
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って10年間空白のリーダー養成講座みたいなものが止まっているという話なのですが、実際そういう

養成講座とかになかなか若い方って参加されていないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか

ね。されていますか？

（会 長）

はい、どうぞ。

（委 員）

古い話で、私は平成８年に「男女共同参画リーダー養成講座」を受けたんです。当時は女性リーダ

ー養成だったと思います。その時は20代もおりましたね。平成の合併をしてしまったので、市町村が

少なくなったのも原因なのですが、かつて50市町村あったんですよ。

各市町村から20代・30代・40代、色々来ていたように思いますが、確かに仰るとおり少なかったで

すね。学生の参加というのはなかった。平日の木曜日に丸々一日、それを10日間行い、合宿もありま

したが、それで人材が育って今徳島県を動かしているかなというところがあります。

私は環境の方をやっているのですが、◯◯さんなんかと一緒に共生セミナー、今日は環境の方もい

らっしゃると思いますけど、あれも５ヶ年ぐらいやったんです。毎年50人ずつぐらい参加して、その

人たちの中には◯◯さんもおられ、色んな人材が今徳島県を動かしているんです。だからこのような

講座は、非常に投資し甲斐があると思います。一発の講演会とかより。

だから人材育成というのは非常に大事かなと思います。◯◯委員さんや女性の委員さんもそういう

勉強をしたいと燃えていらっしゃるのではないかなと思います。先立つものはないけど、知恵を絞っ

てやりましょう。県の皆さま、お願いします。

（委 員）

すいません、ありがとうございます。と言うのが、私も県の学校・家庭・地域連携支援スペシャリ

ストの養成講座というのが以前あったのですが、そこに参加した時も一番若手が私で、他はやはり50

代以上の方が多い。それ以外にも色んなところで活動すると、県の「まなびーあ」とかに行っても50

代以上の方が大半で来られているので、なかなか若手が参加しづらいのではないかなと感じるところ

があるんです。

ちょうど今日の資料５のところに「おぎゃっと21」というのが写真で少し載っていましたので、こ

の「おぎゃっと21」学生時代から約10年間、今も現在参加させていただいているのですが、ここに元

々「はぐくみメイト」として参加しておりまして、はぐくみメイトのＯＢ会も立ち上げて参加してい

たのですが、今私ＮＰＯ法人徳島県レクリエーション協会の方で理事をしております。

そちらで実は全国で徳島県だけ青年部という部署がありまして、日本で一番最初に出来た徳島県レ
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クリエーション協会の青年部という組織なんですけれども、そういったもので活動に参加はしてきて

いるのですが、この「おぎゃっと」でも私が参加した10年前では、文理大学から学生が約200名ほど

ボランティアとして参加させていただきましたが、今現状では「10数名に抑えてくれ」ということで、

逆に若者が活動する場がどんどん減っていると感じているんです。

色んなセミナーも、先ほどありましたように平日にやったりということで、なかなか若者が参加し

にくい状況というのが、やっていることは良いことなのに、結果として参加できない状況というのが

作り出されているのではないのかなと、ちょっと疑問なところもあります。以上です。

（会 長）

なかなか難しい問題ですね。◯◯委員さん、教育者という立場から何かお話がありましたら。

（委 員）

色々な男女共同参画を啓発するためのイベントとか研修会が開かれていて、若者がなかなか参加し

づらいという現状があるのと同時に、女性の活躍を推進していこうということですが、男性の参加と

いうところもなかなか難しいと思っております。

女性応援事業の中にも、男性の意識改革の文言も散りばめられているのですが、例えばこの資料の

中で「輝く女性応援フェスティバル」の参加者はとても多いんだけれど、男性の意識改革を図るため

の講座は参加者が10名だったとか、非常に差があると感じております。

やはり人を集めていくのは、とても難しいことと感じているのですが、若者と男性の参加者を増や

すというところを少し工夫をしていただきたいと思います。

（会 長）

なかなか難しい問題ですが、では◯◯さん、お願いします。

（事務局）

ありがとうございます。今お話しいただいております「輝く女性応援フェスティバル」、今年度に

つきましても男性の参画というのを１つ大きな切り口とさせていただいたところでございます。それ

で今、◯◯委員からもお話がありましたように、それにつきましては若干人数は少なかったというよ

うなところでございましたけれども、育児の講座と合わせて男性にも来ていただいて、子どもを預か

りつつ、隣の部屋で男性向けセミナーを行うというようなことでさせていただきました。

参加した方には、非常に内容が良かったので好評だったのですが、やはり周知の方法とか色んなこ

とがあったのかなと思っております。このフェスティバルは３日間で、今年の場合は金・土・日でや

っております。ですから平日に参加したい方、あるいは土・日しかできない方もできるだけ幅広く取
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り込みたいというような形でやってきたのですが、その辺の実施方法なり周知の仕方につきましては、

より工夫をしてまいりたいと思います。

また来年度は更に男性という切り口ですとか、若い人をターゲットにするということを強く打ち出

していきたいと思っておりますので、また四国大学さんのご協力などもいただけましたらと思ってお

りますので、色々ご意見いただきながら考えてまいりたいと思います。

◯◯委員のご意見につきましても同じようなことでございますけれども、若い人を私たちも巻き込

んでいきたいということを思っておりますので、またご意見をいただきながら実施方法なり周知の方

法なりを工夫してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

（委 員）

もう１点だけ質問させていただきたい。資料４なんですが、数値目標を立てられて進捗状況によっ

ては３つの部分で数値目標の見直しをされていて、このように目標を高くしていただけたらと思うの

ですが、「妊娠・出産等に関する研修の参加」の目標値が610人で、もう既に2,986人が研修会に参加

されているのに、この部分に関しては目標の見直しはされないのか、またこれだけたくさんの方が参

加された、その中身も含めて説明していただきたい。

（会 長）

はい、お願いします。

（事務局）

ありがとうございます。保健福祉部健康増進課の所管事業ですが、本日担当が来ておりませんので、

話は聞いておりますのでお伝えというような形になろうかと思いますけれども、まず今年度、仰いま

したように目標値が累計で計画の最終年度、30年度で610人を今年度もう3,000人近くに到達している

ということで、当然これは目標達成済みということになります。

なぜ今年3,000人近くまで上がったかと言いますと、今年、新たな取り組みとしまして学校への出

前講座というようなやり方をされたと聞いております。それを８校やられたということで、その合計

で非常に実績が上がったというところでございます。

こういう努力をいただきまして、もう既に計画の目標を超えておりますので、本来でしたらこの数

値610人の目標を見直すべきなのですが、来年度以降もこの出前講座が可能なのかとか、そういった

部分も含めて目標値をいくらに設定するかというところで、まだちょっと今年度の実績等も精査して

検証したいという担当課の話でございましたので、できましたら次回のこの会議で上乗せということ

ができればと考えております。

また担当課と相談しながら、今日は目標値をお示しできないということで見直していないというこ
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とでございますので、よろしくお願いいたします。

（会 長）

今のところで、資料４をせっかく開いていただいているので、やはり県がやっている色んな施策に

よって、一番変わりやすいのは公務員なんですよね。以前はよくこういう声を聞きました。男女共同

参画の会議をやっているのに、今私の後ろに事務局の方がたくさん来られているでしょう。女性がい

ないじゃないかと、一時そういう批判があったんです。

着実に女性の数が増えています。もちろん、いわゆる女性に関する業務ということもあるのかもし

れません。でも着実に増えているし、それからもう１つ言うと、９番の男性県職員の育児参加のため

の休暇取得率、これは以前、◯◯委員さんという方が「県庁職員の中で育休を取った人、手を挙げて

ください」みたいな、この会で話になって、私が「それはちょっとここではやめてください」という

話だったんです。非常に少なかったんです。

というのは、育休のための実際は育休であっても他の名目でいわゆる休暇を取るというか、そうい

うパターンが多かったんですが、でもやはり県がこういう風な数値目標をすることによって、県庁職

員の男性の方々の意識も着実に変わっていますね。それからちょっと個人事で恐縮ですが、私の息子

は市役所の職員ですが、パパcome on!!（パパカモン）という活動をやっているんですね。

だから、やはり少しずつですが着実に変わっていて、それをちょっと語弊があるかもしれませんが、

一番実行に移しやすいのは公務員だと思います。すぐに一番最初から中小企業というのはなかなか難

しいです。私が先ほど申しましたのは６番の「はぐくみ支援企業認証事業所数」みたいなね、こうい

う風な形で県が色んな誘導策をすることによって広げていこうという風なことでやっている訳です

ね。

そういう風な点から考えると、やはりマスメディアの役割も非常に大きいものがあって、◯◯委員

さんですね。◯◯委員さんも実は◯◯に入られた時は、あまり女性の職員がいなかったという風に、

この前シンポジウムでお聞きしました。何かお願いします。

（委 員）

◯◯です。現場で皆さん、お仕事をされたり活動をされている方のお話を聞いて、非常に勉強させ

ていただいています。それでちょっと取りとめもなく質問をさせていただきたいのですが、この成果

目標の一覧を見ていまして、審議会委員に占める女性の割合がずっと全国１位だったのが、全国２位

になっているのに気が付きました。

長く１位だったように記憶しているのですけれども、これは平成28年、最新のデータでこうなった

ということだと思います。でも２位でも３位でも４位でも、トップクラスということには変わりあり

ませんので、１位にこだわらなくても良いというか、無理矢理、何がなんでも女性をということで、
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こういう場に引っぱり出されるのもちょっとどうかなと思いますので、トップクラスということで凄

く達成されて、これはこれでいいんじゃないかなと受け止めています。

それと、この審議会委員で気になっているのが市町村の割合です。この厚い方の冊子にも書かれて

いるのですが、確か平均２割ぐらいだったと思うんですね。それで県の５割というのと、かなり開き

があるように思います。

先ほど◯◯さんが、男女共同参画という点では市町村との連携が弱いということも仰っていました

けれども、何か審議会の女性が占める割合であるとか、こういうプランですね。プランの策定とかも、

あまりやっている所は少ないんですかね。ちょっとその辺で、何か県がリーダーシップを取って、県

内全域に男女共同参画の意識を根付かせるという意味でも、もっと働きかけていただけたらなという

風に思います。

それと最近、新聞等で気になっているのが全く違う分野ですが、ＬＧＢＴという性的少数者の方が

いらして、教育現場でどのように理解を深めていくかということが課題になっているというか、最近

にわかに新聞とかで報道されているのを皆さんもお気づきかと思うのですけれども、男女共同参画の

中でその辺というのは何か位置付けられているのか、それはどこに当たるのかということと、どうい

う取り組みを今進めているのかというのを、もしやっていることがあれば教えていただきたいと思っ

ています。

それと最後に１点、全くこれも別のテーマですが、女性活躍推進法が全面施行から１年になります

が、301人以上の企業は数値を公表しなければならないということで、新聞等でも大きく取り扱わせ

ていただいているのですが、県内では300人以下というところが殆どだと思うんですね。

この法律を見てみると、それは努力義務になっているようなんですけれども、そういう中小零細の

企業で行動計画などを作っているところがどのぐらいあるのかというのを、もし把握していれば教え

ていただきたいと思っています。

（会 長）

はい、どうぞお願いします。

（事務局）

何点かいただきました。順次、ご回答をさせていただきます。最初は市町村の審議会なり、プラン

の策定ということだと思います。

仰いましたように県の場合は女性委員の審議会委員比率が50%を達成しているところでございます

が、県内の市町村、委員さんが先ほど仰いました、この計画の冊子に載っております平成27年度の公

表数値ですと、県内の市町村は26.7％ということで、全国平均より若干下になっております。

あと、プランの策定状況につきましては今24市町村の内、11市町が策定済みということでございま
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して、５割を割っている策定状況でございます。仰いましたように確かに県と市町村の間での意識の

差と申しますか、そういう部分は否めないところはあろうかと思います。先ほどセンターの◯◯から

もありましたが、市町村への出前講座を仕掛けているというようなところも、市町村に男女共同参画

への意識づけを新たに持ってもらいたいという思いも含めてやっているところでございます。

当然、そういった講座を含めまして、我々毎年、市町村を集めての担当課長会議などもやっており

ますし、色んな場面ではこの計画の策定を呼びかけているところではございますが、なかなかつなが

っていないところもございますので、もう少し課題なども検証いたしまして十分働きかけてまいりた

いと思っているところでございます。

あとＬＧＢＴにつきましては、このプラン、今日お配りした薄い概要版には載っておりませんが、

分厚い本体の方をもしお持ちでしたら31ページ、これは今回の計画で初めて盛り込ませていただきま

した。

31ページの上の方に⑳というのがございますが、性的指向・性同一性障がい等での困難な状況に置

かれている人々についての教育・啓発の推進といったことを初めて盛り込んだところでございます。

具体的な成果目標等は設定できておりませんが、施策の方向性としては初めて今回、３次計画におい

て入れさせていただいたというところでございます。

また、先ほど委員さんの中から教育現場でというお話がございまして、これにつきましては教育委

員会さんの方で新たな事業もお考えになっていると聞いているところでございます。可能であれば、

この後ご説明いただければと思います。

最後に、女性活躍推進法の一般事業主の行動計画で300人以下の企業の状況というところでござい

ますが、手元で28年12月末現在の数字ですが、県内で届けている企業さんが４社というところでござ

います。私からは以上でございます。

（会 長）

どうぞ、お願いします。

（事務局）

ＬＧＢＴの認識を広げていくための取り組みですけれども、ときわプラザでは昨年度に、まず性同

一性障害の当事者がそのことに気がついて戸惑って、一番最初に相談するのはたぶん親ではなくて学

校の先生、一番身近な大人というのは学校の先生であろうと考えまして、学校の先生を対象にして当

事者の◯◯さんという方に講義をしていただきました。非常に学校現場で実際にある先生方も、こう

いうことで困っている、あるいはこういう子どもたちがいるんだなという認識を強くして、大変意義

深い講座でありました。

それともう１つは、鳴門教育大学の◯◯先生のゼミを中心にして、ＳＡＧという支援団体があるん



- 24 -

ですけれども、その団体が中心になって、ときわの方で文化祭を今年度も先月にしたところでありま

すけれども、そういう取り組みも行っております。来年度も◯◯さんの講義を予定しております。以

上でございます。

（会 長）

他にどなたか、どうぞ、お願いします。

（事務局）

人権教育課です。性的マイノリティーの児童生徒への理解を深めるための教育の取り組みといたし

まして、本県では人権教育推進方針の中でも様々な立場の方の人権を尊重していこうということは、

既に確か平成16年ですか、以前からこの推進方針の「様々な人権問題」の中で性同一性障がいに関す

る人権問題として、示しております。

また本課、人権教育課では、人権教育指導員制度というものがありまして、学校現場への派遣につ

きましては現在41名の指導員さんを委嘱しているのですが、その中で数名の方に、個別人権課題(女

性)についての専門的な知見とか見識のある方を委嘱しています。

また他には、性的マイノリティー当事者の方も含めて本課の人権教育指導員として県からの委嘱を

受けた、専門的な知識や経験のある方を任命いたしまして、学校現場の方から要望がありましたら派

遣をして、多くの場合は教職員研修という形で性的マイノリティについての知識、それから各学校全

体としての取り組み等をご理解いただくという形で、既に取り組んでいるところでございます。

また、新年度から性的マイノリティーの方への理解を深めるため、特に学校の先生方への周知とい

うことを進めていくために、学校へ専門的知識をもったスタッフを派遣する事業を計画しているとこ

ろでございます。

（会 長）

他は構いませんか。それでは今ざっとご意見、一巡いただいたのですが、もう時間も少なくなって

きたのですが、これだけは是非言っておきたいということがございましたら、◯◯委員さんはちょっ

と…、はい、◯◯委員さんどうぞ。

（委 員）

それでは、資料の中で一番最後に付いているカラー刷りの女性活躍推進事業ですが、これは新しい

事業ということで、多様な働き方、働く場の創出が書かれています。昨年度の会議では、◯◯さんが

座っていらっしゃる所には◯◯さんが座っておられて、私がぜひ林業女子を応援してくださいとか言

っていたら、◯◯さんご夫妻が凄い賞を貰ったり、徳島新聞に出ていましたよね。
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そういうことで、ここではマル新で森林女子就業推進モデル事業で300万とありますが、ぜひ次の

年度は“漁業女子”、ちりめんおいしいんですよ。応援してください、県の皆さま、よろしくお願い

します。

（会 長）

林業女子の次は漁業女子？

（事務局）

水産振興課でございます。こちらには載っていないのですが、平成29年度につきましても水産の方

でも、新規で女性漁師の活躍する場を支援するということで予算付けさせていただいております。

その中身につきましては、女性の漁師さんですね、とても料理が上手であったりとか魚の知識が豊

富だということでございまして、その方たちがＰＲすることに関しまして県が支援するというような

ことで、事業を計画をさせていただいております。以上です。

（会 長）

◯◯委員さん、また◯◯委員さんにちょっと取材していただいて、やはりメディアを上手く使って

ね、そういう情報発信も非常に大事なのではないかという風に思います。

それでは、かなり時間も迫ってまいりましたので、只今、各委員さんからは貴重なご意見をいただ

きました。事務局におかれては県施策に反映できる部分や、今後に向けて検討していただける部分が

あれば、ぜひ積極的に考えていただけるようにお願いします。

それでは最後の議題になりますが、議題（３）その他で、事務局の方から何かございますでしょう

か。（「特にございません」）それでは、以上をもちまして本日の議事を終了いたします。議事進行へ

のご協力、ありがとうございました。それでは事務局にマイクをお返しします。

（事務局）

ありがとうございました。それでは最後に部長から一言、ご挨拶を申し上げます。

（県民環境部部長あいさつ）

（事務局）

それでは委員の皆さま、本日はご協力ありがとうございました。以上をもちまして本日の参画会議

を終了させていただきます。


