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平成28年度第１回徳島県男女共同参画会議

１ 日 時 平成２８年５月１９日（木）午後１時３０分から午後２時５５分

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・徳島文理短期大学教授

多田敏子 徳島大学名誉教授

岩城貞時 公募委員（団体理事）

遠藤典子 公募委員（会社員）

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

勢井真希 徳島青年会議所委員

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

中岡泰子 四国大学生活科学部教授

橋本延子 徳島県林業研究グループ連絡協議会女性部副会長

板東喜代子 連合徳島副事務局長

藤田育美 徳島県婦人団体連合会会長

舩戸豊子 徳島県助産師会監事

＜会議次第＞

１ 開 会

部長あいさつ

２ 議 事

（１）「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）～の答申案について

（２）その他

３ 閉 会

＜資 料＞
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１ 「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）～ 答申案【概要版】

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）～ 答申案

３ 修正箇所一覧表

４ パブリックコメント実施結果

＜議事概要＞

（県民環境部長あいさつ）

（会 長）

それでは、私の方で議事進行をさせていただきます。

本日の会議が予定しております時刻、15時ごろまでに終了できますよう、委員の皆さんのご協力を

よろしくお願いいたします。

それでは、議事１「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）～答申案について」、事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

男女参画人権課の○○でございます。昨年度に引き続きまして、よろしくお願いいたします。座っ

て失礼いたします。

お手元の資料１から順にご説明をさせていただければと思っております。

先ず資料１「答申案の概要版」として、資料２に答申案の全体版がございますが、資料２のご説明

は割愛させていただきまして、資料１にポイントを整理しております。こちらをご覧いただければと

思っております。

この概要版につきましては、３月の当参画会議でご説明をさせていただいた時点から、概要版のレ

ベルでは特に修正等は入っておりません。再度ご説明をさせていただきたいと思っております。

先ず、「１ 策定の趣旨」から「４ 計画の進行管理」までございますが、これは１月にお示しを

した骨子案のころから基本的には変わっておりません。

こういった趣旨に基づきまして、計画を策定しておるというところでございます。以上を踏まえた

計画の特徴として、下段の方に６項目ほど整理をしております。

先ず１つ目といたしましては、今回新たに３つの基本方針を設けた、この下に３つずつ計９つの主

要課題を掲げて、計画を大くくりにすることでより分かりやすい体系に再構築をしたというところで
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ございます。

また冒頭、部長のあいさつにもございました、女性活躍推進法に基づきます推進計画、これと一体

的な策定をするということに伴いまして、その推進計画に該当いたします主要課題のうち、１と２に

つきましては最重点課題ということで、冒頭に位置付けるとともに、主要課題も多岐にわたって盛り

込んでおるというところでございます。

また、成果目標につきましては、現在の２次計画が24の項目でございますが、これを33ということ

でさらに拡大をいたしました。これと併せまして、これまで十分取り組めていなかった部分でござい

ますが、計画期間内でも事業の進捗等に応じまして、施策や成果目標の見直しを図るということで、

より明確な、いわゆるPDCAサイクルを確立したいと考えております。

また、計画の中身の部分では、先ず女性活躍に向けた、いわゆるボウリングの１番ピンといわれて

おります、男性の意識改革、この部分を改めて再整理して強調したというところでございます。

この一方で女性の活躍に隠れがちな課題でございます、貧困でございますとか、女性に対する暴力

などの部分につきましても、改めて焦点を当てなおしたというところでございます。

また、地方創生本格展開の年という中で、地域の課題解決、人材育成、市町村の取り組みの促進と

いった地域目線からの男女共同参画の推進にも配慮したという形にしておるところでございます。

以上が、この計画の大きなポイントであると考えております。

おめくりをいただきまして、「男女共同参画立県とくしまの目指すべき姿」ということで、この計

画を核にいたしました概念図でございます。上段が「現状と課題」ということで、先ず何よりも人口

減少、超高齢社会への挑戦という中で、女性の活躍を突破口にという課題へ向けまして、その中には

女性の参画を始め、様々な課題が並んでおるというところでございます。

これに向けましては、県政の最上位計画でございます「新未来『創造』とくしま行動計画」、昨年

度策定されましたが、これに基づきましてただ今ご審議をいただいております「ともに輝く『新未来

とくしま』創造プラン」ということで位置付けておるところでございます。

その基本目標といたしましては中段にございますが、「多様な生き方、働き方を実現できる豊かで

活力のある社会の創造」という基本目標に対しまして、５つの将来像を掲げておるところでございま

して、これに対しまして、下から矢印で突き上げておりますが３つの基本方針を位置付けて、「あら

ゆる分野で女性が活躍できる社会づくり」、「安全・安心に暮らせる環境づくり」、「互いに支え合う

家庭・地域づくり」ということで、３つの基本方針を設けておるところでございます。

次の３ページに移りまして、ただ今の３つの基本方針毎に主要課題を３つずつ、計９つの主要課題

を掲げているところでございます。さらに、その中で27の推進方策を位置付けているところでござい

ます。巨細の説明は割愛させていただきますが、このうち黒く色を塗っております部分、１と２の主

要課題の部分が女性活躍推進法に基づきます推進計画として位置付ける部分でございまして、合わせ

て27のうち10の推進方策をここに位置付けたと、重点的な取り組みを位置付けておるところでござい
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ます。

おめくりをいただきまして、４ページ、５ページがこの計画に掲げる成果目標の一覧でございます。

先ほど申しましたように合わせまして33の成果目標を設けております。このうち21が新たな目標設定

ということでございます。

一つひとつの説明は割愛させていただければと思いますが、中には国の第４次計画の数値目標を上

回るようなものも位置付けておるというところでございます。

以上が成果目標でございまして、これらを合わせまして概要版としてとりまとめておるところでご

ざいます。

資料２につきましては、今の全体版ということでご説明は割愛をさせていただければと思いますが、

前回の素案の段階から、例えばこの３ページ当たりから現状分析ということで数値、グラフなども差

し挟ませていただいたところでございます。また後ほどご説明いたします、前回の当会議でいただい

たご意見を元に一部修正も加えておるというところでございます。

修正内容につきましては、次の資料３、横長の分ですが、ここに対比をしておるところでございま

す。一つ、徳島労働局と関係機関という表記に統一性がないというようなご指摘を踏まえた修正でご

ざいますとか、例えば、１枚目の（５）とある分につきましては、素案の段階で「農村女性を対象と

した」というところで、林業、あるいは漁業の分野もというご意見をいただきましたので、農村女性

に特化しない書き方に改めたというところでございます。

また、女性活躍推進法や次世代育成支援対策推進法の書きぶりにつきましても、ご意見を踏まえて

再整理をしたところでございます。

あと、この３ページ目をご覧いただきますと、これもご意見がございました、成果目標の内、待機

児童数という書きぶりで、学童保育などと混同する恐れがあるということで、「保育所等」というこ

とで明記をしておるところでございます。

また、前回ご意見をいただきました「徳島型のCCRC」、ゆかりのある高齢者の徳島への移住という

ことで、この取り組みについても位置付けてはどうかというご提案もいただきましたので、新たに追

加をしたところでございます。以上が主な修正箇所の一覧でございます。

最後、資料４をご覧いただければと思います。

前回の参画会議後、約１か月をかけまして、パブリックコメントを実施いたしました。これに対し

まして県民の皆さまから計22件のご意見をいただいたところでございます。それを計画の体系に沿っ

て整理をしておりまして、県の考え方をお示しをしておるというところでございます。

こちら一つひとつのご説明は割愛をさせていただきますが、いただいたご意見、概ねこれまでの当

会議でのご意見、あるいは我々が作っております計画案の考え方や方向性と大きなかい離はないのか

なと思っております。今回の案にこれを踏まえた内容が盛り込まれておると考えているところでござ

います。
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以上がパブリックコメントの状況でございます。

以上、資料１から４のご説明を、簡単ではございますがさせていただきました。本日のご意見をい

ただきまして、最終答申として取りまとめをさせていただきまして、後日、会長から知事の方へ答申

をいただければと思っております。その後、事務局といたしましては、県議会への議案の提出という

最終局面がございますので、それに向けまして取り組んでまいりたいと思っております。これまでの

ご意見を踏まえて、本日十分ご審議いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（会 長）

ただ今、事務局から答申案についてご説明をいただきました。

この答申案は、昨年12月に知事から、次期計画のあり方について当会議に諮問を受け、その後３回

にわたる会議において委員の皆さまからいただいたご意見やご提言、またパブリックコメントの結果

等を踏まえた上で取りまとめられた最終案となります。

内容を見てみますと、皆さまにいただいたご意見等はかなり反映されたものになっているのではな

いかと思いますが、当会議における次期計画策定についてのご審議は本日が最終となりますので、最

後に何かご意見、ご感想等をいただけたらありがたいと思います。

なお、今後、計画を推進していくに当たっての具体的な施策に関する要望等でも結構ですので、ど

なたからでも構いません。ご意見をお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。

○○さん、お願いします。

（委 員）

前回、かなり熱い議論が交わされました。○○さんと○○さんがいらっしゃらなかったのがとても

残念に思います。修正前と修正後を比べると、かなり検討していただいたようです。

今までの会議でかなり発言させていただき、この計画に反映していただいていることに感謝いたし

ます。本日は攻めません。

もう既に、今から大幅に変えるということはありませんので、私の頭の中ではこれを実効性のある

ものにどうやってしようかなと、早くも頭の中でスタートしておりますので、また具体的なことが浮

かびましたら意見を申し上げます。取り敢えず、お世話になりました。ありがとうございます。

（会 長）

ありがとうございます。

それから、せっかくの機会ですので、長い、少ないは別にいたしまして、ご意見をいただきたいと

思っておりますが、前回特に林業女子のことに関しまして、○○委員さんから非常にタイムリーなご
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発言をいただきましたので、そのことについて何かお話をいただけたらと思うんですが、いかがでし

ょうか。

（委 員）

前回、林業の方に○○委員さんの方から振っていただいて、私は本当に有り難く思いました。丁度

その時に漁業部の女性部の方と交流会を計画しておりまして、いろんな話の中で私たちも後継者を育

てていこうという意味で、私のところの地域が小学校が無くなったんですけれども、小学校が無くな

ったからと言ってそれを止めるのではなくて、やはり人材育成というのはものすごく大切な部分があ

ると思うので、新たに通う小学校と中学校、現在中学校はあるんですが、将来２年ぐらいしたら無く

なる中学校もありまして、その次の中学校へ、これから人材を育成するという意味と環境、それから

林業のことについて校長先生にちょっとお願いをしたところ、体験学習とかそういうことができれば

というお話がありまして、これから林業は、大体、間伐とかそういう事業は10月以降、冬場に多いも

のですので、その方に向けて計画を発信させていただきました。本当に有り難いと思っております。

林業というのは、女性も男性も現場に入れば関係なくて、チェーンソーとか機械とかを男性と一緒

に操作をしながら、女性だからちょっと少なくてもいいよという話はないものですから、同じレベル

でやっていかなかったら、なかなか難しい話なので、やはりそういう知恵とか経験を持った人が、ま

た次の世代にそういう自分たちのノウハウとかを教えていけるような、そういうことで林研のグルー

プでこれからもどんどん発信していきたいと、とにかく発信する能力が悪いというか、知りませんの

で、行動はやっているんですけれども、そういうのに少し欠けていたなぁと、そんなふうに思いなが

ら、また県の方からも色んなこういう事業はどうですかという話もいただきながら、自分たちがその

地域の林業の活性化に役立てるように頑張っていきたいと、更に思いました。本当にありがとうござ

いました。

（会 長）

ありがとうございました。

続きまして、どなたからでも結構ですのでご発言をいただいたらと思います。

かなり議論としては煮詰まっておりますので、新たな視点というものでなくても、今後そういった

プログラムを実際に施行していくうえで、特にこういうところを留意してほしいというご意見もいた

だきたいと思いますので、いかがでしょうか。

それでは、○○委員さん、お願いします。

（委 員）

この資料を見せていただいて、ちょっとワクワクしながら拝見させていただきました。これが本当
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に形となるように皆さんが一丸となって進められていくわけですけれども、是非、さっきも言われた

絵に描いた餅にならないように、医師なら医師、会社員なら会社員、妊婦さんなら妊婦さんという現

場の声を確実に拾い上げていただいて、詳細を詰めていただければより良いものになるかなと思いま

すので、是非その辺を上だけで作らずにというんですか、現場の声を拾っていろんなものを作ってい

ただければなと思います。以上です。

（会 長）

ありがとうございます。

それでは、○○委員さんお願いします。

（委 員）

素晴らしい基本計画ができていると思います。でも、ちょっと話は変わるんですけれども、今うち

の方では、「女性の何でも相談ダイヤル」というのを、今日・明日とやっているんですけれども、電

話が入ってくるんですけど、育児・介護休業法とかもすごく立派にできているんですけれども、現場

では育休を取れないとか、育休１年取って、契約書には３年まで取れると書いてあって、すごいいい

労働契約書なんですけれども、１年経ったらもう戻ってきてください、みたいな圧力が出てくるとか、

それとか、１年育休を取って、戻る１月前に電話が掛かってきて、子どもさんが小さいから、病気と

かしたら休み易いように、今は資格を持った管理栄養士ですけれど、介護職に変わりませんかと、ご

っつい巧妙に言ってくるらしいんです。

だからそういうので、どうしようかなという相談とか、介護関係、医療関係、看護師とかの女性の

相談が多いので、先ほど○○さんも仰られましたけれど、現場の声とかを吸い上げてもらって実効あ

るこの計画を進めていただいたらなと思います。よろしくお願いします。

（会 長）

ありがとうございます。

次、どなたか、○○委員さん、お願いします。

（委 員）

失礼します。ものすごくこの会は女性の委員さんが多くて安心できる会です。県側の理事さんの方

にも女性の方が多くて、すごく落ち着いていられるというか、そういうふうに感じてます。

これが男女共同参画の本来の姿ではないかなというふうに思っていて、このように県が模範となっ

て県民にそういう姿勢を示していただけ、これからも続けていただけたらと思っております。

数値目標でも、県職員の女性の管理職の割合を示されているし、育児の休暇に関しても県職員の目
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標を入れているということなので、その辺は是非達成していただけるようにお願いできたらと思いま

す。

前回の会議を欠席させていただいて、どのような応酬があったのか非常に興味深いところなんです

けれども、今日、入ってくるなり○○さんに、「もう今から言うても遅いよ。」と言われたので、そ

れほど質問するつもりはないんですが、女性活躍推進に関しては、テレワークの普及の拡大とか、時

の問題を盛り込んでいただいて、しかも80事業所という目標も入れてくださっているので、時の問題

に対処するという点でとても評価したいと思っております。

それと、男女共同参画の実現のために男性の意識改革を１番ピンという、ボウリングのピンに例え

て位置付けられているということで、それも共感できます。

ただ、１か所、この数値目標の中で、民間企業における男性の育児休業取得率というところがある

んですが、これは目標がもう議論があったかもしれなくて、重なるかもしれませんが、1.9％から５

％という、非常に低い目標に設定されているので、これは国の掲げていた目標よりも低くなっている

かと思うので、どうしてこういうことになったのか説明していただきたいと思っております。

徳島は管理職の女性の割合とか、先ほども言ったように女性の審議委員の割合が全国トップレベル

であるということで、女性に関しては全国でも先進県ではないかというふうに常日頃から考えていま

す。

だから、こういう数値目標とかに関しても全国並みというのに留まるのではなしに、それを上回る

目標を掲げて全国のトップランナーを行っていただきたいと思っております。

皆さんと同様にこのプランに関しては非常に期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

（会 長）

ありがとうございました。

特に今、○○委員さんからご質問という形であったわけですが、特に民間における男性の育児休業

の数値目標の設定について、どなたか担当の方がおられましたらお願いします。

（事務局）

ただ今男性の育児休業の取得の率につきましてご質問いただきました。

確かに国の方、平成32年になりますが、目標は13％になっております。県の方はそれに比べて、５

％と、かなり低いのではないかというご質問でございます。

この数字につきましては、現況の数字があまりにも「1.9」、平成26年度ですが、そういう状況に

ございます。一気にそこまで行けるのかという状況でございます。

PDCAサイクルを回してという説明もさせていただきました。私どももワークライフバランス、はぐ
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くみ支援企業でありますとか、そういう意識の部分、また、前回いろいろご議論いただきまして企業

のトップなり、また男性意識改革というところを徐々に進める中でこの数字の方を上げていきたいと

は思っております。

思っておりますが、一気にという根拠のないところで、あまり高い数字も、というところで、取り

敢えず「平成30年度５％」と、置かせていただいております。国の数字等々は十分意識しております

し、取り組みの方もこの計画に書き込んでいる通りでございますので、国に負けないような形では行

きたいとは思っておるんですが、取り敢えず現状のところを見据えての数字を置かせていただいてい

るということでございます。以上でございます。

（会 長）

○○委員さん、よろしいでしょうか。

実はこの会で、いつだったでしょうか、○○委員さんからご発言がありまして、県庁職員の中で育

児休業を取っている男性が何人いるのか、挙手をしてほしいという提案があったんです。私はそれを

却下しました。

却下というか、やっぱり企業文化というか、こういう法律ができて、知事のリーダーシップで、○

○さんとか○○委員さんはよく、いろんな審議会でもご承知だと思うんですが、大体、ほとんど、「未

来創造」でも、全員女性はいなかったです。殆ど男性です。こちら側が。

ずーっとそういう時代が続きまして、今回特に男女共同参画ということで、女性の方がたくさん入

られているということもあると思うんですが、着実に女性の顔が、ずーっと見えてきているという状

況はあると思うんです。

県庁職員でも、いえば育休を取れば新聞記事になるという、それよりは普通の年休で取った方が当

たりが少ないというか、時代とともに少しずつ変わっていっているんだと思うんです。

県としても数値目標を上げるには、今度は評価の方でちゃんとこれもしっかり査定されますのでと

いうことで、こういう内輪目の数字にしているのではないのかなというふうに考えております。

次、どなたかお願いします。

それでは、○○委員、お願いします。

（委 員）

前回お休みをさせていただきまして、すみませんでした。

今回、これを見せていただいて、いろんな徳島をよくする改善に繋がっていく案がたくさんあって、

とても楽しみです。

この中で、ファミリーサポートセンターの病児の強化推進であったりとか、認定こども園の設置数

を増やすとか、そういった案を見て、働く小さい子どもを持つ親としてはとても有り難いなと思いま
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す。

女性がどんどん活躍していく場を増やそうと言いながら、やっぱりそういう子どもをサポートする

部分が少なければ、やはり働けるという視野も狭まってしまうので、そういうことをどんどん強化し

ていってくださったら、すごく小さい子どもを持つ親としても助かります。

後、DVとかそういったこれからまだまだ減ることはないと思うんですけど、そういった悩みを持つ

方が県の開設された連絡先ですとか、いつも私は言うんですけど、警察に110番に掛けるですとか、

訴えてくると思うんですけど、その警察と県との連携をしっかり取って対応していくということを強

化していってくださったら、こっちに言った、あっちに言ったというのではなくて、少しでもそうい

った被害の方の心も和らぐし、改善に繋がるんじゃないかなと思うので、よろしくお願いします。

（会 長）

何か特に県の方からのレスポンスは構いませんか。

（委 員）

連携を取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

（会 長）

次、どなたか、連携のところで、是非ここは強調しておきたいということがあればお受けしますけ

れども、構いませんか。

（事務局）

DV相談支援の窓口といたしましては、県におきまして中央、南部、西部の３か所のこども女性相談

センターを設けておりまして、相談対応をさせていただいておるところでございますが、当然、相談

対応に当たりましては、もう既に警察の関係部局とは緊密に連携を相互にさせていただいておるとい

うところでございますので、ご意見を踏まえまして、更に見直すべきところは見直して取り組んでま

いりたいと思っております。ありがとうございます。

（会 長）

それでは、まだ意見をいただいてない方、○○委員さん、お願いします。

（委 員）

この資料を見せていただく限りにおいては、よくできているという、こういうことなんですけど、

ちょっとだけ、私がお願いとか、団体としてと、いつも私が言っているように中小企業の立場、これ
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が本当に含まれてないんですよね。

こういうふうに男女共同参画に向かうんですけれども、中小企業というのは、今生きていくのが精

一杯という、それで我々も中小企業の経営者としてこれをやろうということにすると、みんなが、社

員が、それに付いてこれないという部分がたくさんあるんです。

だから、現場の声というんだけれども、特に徳島県は中小企業が多いから、男女共同参画に行く前

のステップができてない。こういうところが、私はつくづく現場で、私は中小企業の社長として、ず

ーっと、女性として、まだ女性が経済界にいない時から、私も会議所の副会頭をさせていただいたり、

そういうことで、随分女性の地位向上とか、経済界への進出とか、そういうことはやってきたんです

けれども、我々の会社も女性が社長ということで、子育て、介護、それは30年前からやってることな

んですけど、なかなか社員の中に浸透できない。そういう企業が殆ど。

だからいつもお願いしているように、中小企業の中の男女共同参画についての支援が絶対に必要だ

と、休みを取りなさいと言っても、一人しか女性がいないところで休みは取れないし、それから余分

な人口もいないし、余分に雇用しているところもないし、そういうところを考えないと、これは宙に

浮いた男女共同参画になってしまうのではないかと、徳島県なんかは特に。

もう一つは、私は団体の立場から言わせていただいたら、私も67歳で団塊の世代、やっぱり女性は

輝いているんですけれど、男性が輝いてないということです。だから、男性が、団塊の世代の人が輝

けるような男女共同参画が欲しいなと。

それともう一つは、お勤めして公務員でお勤めした人に、婦人会に入ってくれる人がほとんどいな

いんです。自分の趣味で生きたいとか、やっと卒業できたと、もう自由に生かしてよと。

こういう人が多いんですけど、労働組合にもお願いに行こうと思うんですけど、男女共同参画、も

ちろん地域の中で生きていく、これが元々の基本で、卒業した人はもっとこの中に加わってもらいた

い。そういう施策がちょっとでも、これは素晴らしいんです。素晴らしいのと実態とが離れている、

こういう感じを受けておりますので、やっぱり、中小企業に目を向けた男女共同参画というものを、

もう少し下に降りてきてもらって、やってもらいたいなと。

うちも、ローリーの運転手に女性が２人入りました。だから、これは何かのところに出そうかなと

思っているんです。プロパンガスの大きいローリーに女性が入ってきてくれて、男性並みにプロパン

ガスを取りに行ってます。

そういうのは、だいぶん進んできたなと。女性をどんどん入れて、男性の中に食い込むということ

も、そういうこともしたいなとは思っておりますけど、本当は、小さな、４人とか５人とかの企業に

男女共同参画が、こういうものが近づいていけるものが欲しいなと思っております。

（会 長）

今の○○委員さんの意見に対して何か、県側のほうから。
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（事務局）

ただ今、○○委員さんから中小企業の実態のお話をたくさんいただきました。正にその通りだと思

います。私どもも、はぐくみ支援企業ということで、いろいろ中小企業等の方に子育てであるとか、

そういうことを積極的にお取り組みをいただきたいということで、インセンティブもつけてやってお

りますが、先ほど○○委員さん、○○委員さんからもお話がございました、現場の声を聞くように、

吸い上げてということで、ただ今のご意見を十分に、中小企業の皆さんの経営者なり、また、従業員

の方のお声を聞きまして施策の方へ反映していきたいと考えております。ありがとうございました。

（会 長）

例えば、商工労働観光部がやっております、県地域産業活性化事業なんかでも、いわゆる商工会、

商工会議所で男女共同参画にポイントを設けて、それを一つのインセンティブにして、そういう方面

でいわゆる、こういう重い腰を上げてくれるようにというふうなことはやっているんですが、なかな

かそれは、今、○○委員さんがお話になったように、そこまで状況がいってないというのは、確かに

あろうかと思います。

しかし、我々のこういうプランというのは、あるべき姿を見せて、そしてそこに現実のあるがまま

の社会を、あるべき社会に向けて少しずつでも引っ張っていくという、そういう役割が非常に大きな、

重要な点だと思うんです。

だから、現実に目を向けて、そこから次のステップに、いかにプログラムをしていくかということ

が非常に重要な課題ではないかというふうに思っております。

それでは、まだご発言をいただいてない委員さんの方、どなたからでも結構ですので、お願いしま

す。

それでは、○○委員さんお願いします。

（委 員）

私は助産師の立場として、妊娠・出産に関する健康支援というところで、この26ページの一番下に

入っている、「妊娠から出産・子育て期にわたる切れ目ない支援が行えるよう、関係機関と連携しつ

つ体制整備を図ります。」というところで、あまり具体的なところが分からないんですけれども、産

後１か月、２か月ぐらいの赤ちゃんのところに訪問することが多いんですが、そのころにすごく悩み

とか、どこに相談していいか分からなくて、困っている。お父さんが仕事で忙しくて、帰りが遅くて

一人でお母さんが頑張っているんですけど、もう疲れ切っているというような方がいますので、やは

り産後ケアができるところが、各市町村別ぐらいにあってもいいのではないかと思います。

いま、鳴門で行われているのと、この６月から徳島市の産婦人科のクリニックで産後ケアを始める
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というのを聞いていますから、その辺りで困っているお母さん方を支援していただけると思っていま

すが、まだまだごく一部です。いい育児ができる、安心して育児ができるということは、子どもの虐

待予防にも繋がっていくので、県の方からもこの辺りをいろいろ働きかけていただきたいなと思いま

す。

それともう一つ、パブリックコメントの方で喫煙のことの意見がすごく出ているんですけれども、

私たち「こんにちは赤ちゃん訪問」では、県の方から出されている「赤ちゃん、子どもにきれいな空

気の～贈り物～」という、喫煙に関するパンフレットを配っております。

多分、今は一次喫煙、二次喫煙というところまでと思いますが、最近、三次喫煙ということも言わ

れているので、その辺りのことも入っていればいいかなと思っております。

訪問した時に喫煙の状態も、お父さんが、そばでは最近は絶対吸ってはないんですけど、外で吸っ

てきて、口の中とか衣服に付いた有害物質が付いているままで赤ちゃんを抱っこしたら、それが害に

なるというのが第三次喫煙なので、その辺りのことを次のパンフレットの時には、そこらが入ってい

ればいいかなと思っております。

もう一つは、この男女共同参画会議で前回ぐらいから男性の方の欠席が多くて、前回も１人参加だ

と思うんです。今日も１人だけなので、やはり「ともに考える」というところが大事だと思いますの

で、皆さん大変忙しいとは思うんですけど、男性の方の参加も必要でないかと思っております。以上

です。

（会 長）

ありがとうございました。

今の○○委員さんの意見に対して、県側の方から特にレスポンス等ございますでしょうか。

では、お願いします。

（事務局）

先ほど○○委員からいただきましたご意見につきまして、先ず産後ケアにつきましては、委員の仰

る通り、虐待防止の観点などからもその重要性は、県としても認識しておるところでございます。

市町村ですとか、県内の産科医療機関、そして○○委員の助産師会を始めとする関係機関の方と連

携を図りながら、今後も産後ケアの充実を図っていきたいと考えておりますので、ご協力の方もまた

よろしくお願いいたします。

続きましてご意見をいただきました、喫煙に関するパンフレットの件ですが、こちらは健康増進課

の方で作成しているもので、配布にご協力いただき、ありがとうございます。

いただいたご意見を踏まえまして、またリニューアルする際には改訂してまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。
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（会 長）

男性の出席率が少ないという、非常に耳の痛いご意見をいただいたのですが、その辺り、いかがで

しょうか。

（事務局）

正にご指摘の通りでございます。前回も○○委員にご出席をいただいてかろうじて、男性の数を守

ったようなところでございます。当会議、20名の定員でございまして、やはり主旨からして女性を若

干多めというということで、６割の12名の皆さまが女性委員で、内８名が男性委員という、６：４の

割合でございます。

以前からそういうバランスで来ておったんですが、ちょっと前回辺りから、委員のご都合がなかな

かつかなかったというとことで、たまたまお１人の会が続いてしまったというところでございますが、

基本的には仰います通り、計画も「ともに輝く」ということですから、これは女性も男性もという意

味合いで思いを込めて付けておるところでございます。当然、当会議におきましても、女性も男性も

加わって審議していただければと思っておりますが、今回、12月からの短期間で、皆さま４回の審議

会にご出席いただきまして、皆さまそれぞれお立場があってお忙しい中で、なかなか日程の都合が付

かなかったということもございます。

これは会議の運営側の問題でもございますので、また運営サイドといたしまして、十分男性にもご

出席いただけるような日程を取れるように対応していければと思っております。ご意見、ありがとう

ございます。

（会 長）

男性、○○委員、非常に存在感が大きいんですが、一言お願いします。

（委 員）

先ほどの○○委員さんが発言された時に、そういえば前回も僕一人だったなと、思い起こしており

ましたら、見事に○○委員さんからそのお話をいただいたところで、非常に今日も…。

いつもはここに、確かもう一人委員さんが座っていらっしゃっるのですが、端っこに座ると余計に

何か恐縮だなあと思いながら出席をさせていただいております。

両委員さんが仰っていた通りのところから、私も男性の男女共同参画に関する意識の持ってもらい

方ってどういうものがあるんだろうということを、ずっと先ほどから考えてました。その場が圧倒的

に少ないのかなというのは否めないんだろうと思います。

じゃ、どこで求めていくのか、会長が仰った、いろいろな商工会だとか、いわゆる経済産業等の集
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まりの場は、大きな手段になるのかなというのは一つあります。

後は、現役をリタイヤされた方に対する機会というのは、もう少し持ってもらっていいのかなと。

そうなるとやはり生涯学習のいずれかにおいて設定が必要になるのかなということでもありますし、

あるいは、老人クラブだとかいろいろな趣味、サークルの場にどのように投げかけていくかという、

システム化というか、流れ作りが必要なんだろうなというふうに感じました。

その辺りを県のそれぞれのご担当の方にお願いできればと思うのが一つです。

もう一つは、私が本業で勤めている障がい者ですとか、そういったところの部分で、今回の修正箇

所等にも入れていただきました、主要課題６（２）の「⑥ 地域包括ケアシステムのモデル地区の指

定」ということです。これも非常に文言化していただいて、大変に心強いなというふうに感じており

ます。

ただ、今後そのモデル地区を指定していって、作り上げていく過程の中で視点を置いていただけた

らありがたいなと感じるのは、先ずもってここに出てくる医療とか介護ということに加えて、生活課

題が個人じゃなくて、ともすればひとり親でお母さんがもう80も90も来る、子どもさんが50、60と来

るんだけど、その方については知的障がい、精神障がい、或いは発達障がいという形で就業もなかな

かできずに気が付いたら、ずーっとお家の中でいらっしゃったという形で、そのままお母さんが面倒

を見ながら年を取られていった。

それでいよいよ介護が必要になったときに、その子どもたる人たちの支援がなかなか得られない。

家族というユニットでクライアントと捉えて考えなくてはならないところに、この地域包括ケアシス

テムの意義が僕はあるんだろうと思っていますが、残念ながらなかなかそこでの参画を得られるシス

テム化ができていない。

なぜならば、地域包括支援センター等は介護保険制度上で作られたもので、最近は地域包括ケア会

議の中で少しその参画の場が得られてきたんだけれども、まだまだうまくいっていない。

一方、障がいの場で見ると、障がい者自立支援協議会などがなかなかそれぞれに発達をしてきてい

て、部会等も成立をしていてそれぞれに発展をしているところです。そこの融合化がうまく図られな

いと、真の意味での地域包括ケアシステムが作っていけないのかなというような懸念を、いま持って

います。

今後どうやって作っていくのかが、このモデルによって形成化されると非常に私どもも今後の取り

組みに取り入れたいと思いますし、非常に期待を持って見たいなと思っています。是非ともその辺り

はそれぞれの所管課の方からもいろんな情報とかご指導をいただきながら進めていただければ有り難

いなと思いますので、発言をさせていただきました。

（会 長）

ありがとうございました。
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男性で、先ほど例えば、○○委員さんからお話があった団塊の世代という、私が聞いている範囲で

は、シルバー大学校、これは県が管轄されているんですが、非常に受講生が多くて、OB、OGの会まで

あって非常に盛り上がっていると聞いているんです。

それが地域とうまく連携が取れてないのかなというふうな気がするんですが、その辺り、どなたか

お教えいただいたらと思うんですけど、総合大学校とか、シルバー大学校の担当の方、今日はお越し

になっていませんか。

じゃ、お願いします。

（事務局）

長寿いきがい課 ○○と申します。

現在シルバー大学校では、高齢者自身が生きがいを持って豊かな高齢期を創造できるよう能力の再

開発を援助するとともに、地域福祉を推進するリーダーを養成しております。

併せてシルバー大学校、大学院も平成16年度から山梨県に続いて２番目に設置しておりまして、専

門的で高いレベルの学習を提供し、社会貢献活動を推進する人材を育成しております。

大学院を卒業しましてから、地域の方に戻っていただいて生きがいづくり推進員としてボランティ

アの活動をしていただいております。

ボランティアの活動ですが、観光ボランティアガイド、ICTの講座の講師等をしていただいており

ます。

シルバー大学校だけではなくて、老人クラブの方にも友愛訪問員になっていただき高齢者が高齢者

を見守る活動をしていただいております。

平成２９年４月までに全ての市町村で新しい総合事業に移行していくと聞いておりますので、これ

からいろいろ課題を抽出いたしまして、施策を進めていくということになるかと思います。また、よ

ろしくお願いいたします。

（会 長）

ありがとうございました。

どうぞ。

（委 員）

私はシルバー大学校とかがしている、私はそこの理事か、評議員か忘れましたけど、そういうのを

しているんですが、そこでこの間も言ったんです。

ごっつい予算があるんですね。うらやましいほど。これだけ予算がある。私たちの婦人会やいうの

は、援助は全くありません。この中で人材を育成していると、そうしたらなぜ我々の社会教育団体が
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つぶれたら困るのに、なぜこのことを説明してくれないのかと、こういうことを内部で申し上げまし

た。

予算をもらって講師の派遣とかそういうことをしているんですけれども、それはそれで留まってい

ると。今まであった、もちろん老人クラブにいっているというのはありましたけれども、婦人会にど

うやと言ってくれたことはありませんからね。これは本当に。

婦人会って、67年の歴史があるんですよ。

（会 長）

県婦連ね。それはね。

（委 員）

それで各家に一人ずつが婦人会に入っているという時代があったんです。それが今はごっつい、ど

の地域が抜けていって、この地域が抜けていってという、私は本当に悩んでいるんです。それで予算

は全くない。自主財源で０で、だけど、そのシルバー大学校にいてる人に、我々の団体がこういうふ

うなことで頑張っているということをどんどんやってほしいというお願いをしてあります。

だから、お金を掛けているところと、こういう昔からある団体とが結びつかんのです。どうしたら

いいかと思います。

（会 長）

○○さん、何か…

（委 員）

私も生涯学習が大好きで、年を取ってから教員免許を取ったり、放送大学で幕張に毎月行っていた

りとかはしていたんですが、やっぱり地域に貢献しようかなという気持ちになります。私は鴨島です

が、シルバー大学校の吉野川校があり、ICT講座を開講して地域貢献をしてくださっています。

○○さんは美馬市なので、多分シルバー大学校の卒業生の方がICTというようなことで繋がってい

って、またネットワークが広がっているのではないかと思うんですけど、どうでしょうか。

資金が潤沢にあるんだったら、もっと婦人会の連携事業とかをしたらいいと思います。

（委 員）

こういう団体が頑張っているというのを宣伝してくれ、と。社会教育団体というのは本当にないん

ですよ。老人クラブは違いますし、社会教育団体がなくなったら本当に困ってしまうんじゃないかと

私は思って、危険を感じているんです。
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だからいろんなところに、こういう団体があると。「婦人会やそこにおったんかいな。」というよ

うに、私も婦人会に入ったときにそう思ったんです。こんなん、しんだい団体やなと思ったんですけ

ど、入っていけば入っていくほど、この団体は本当に大事な団体ではないかと思っているんです。

でも、我々の小さな力ではどうしようもない。皆さんの力を借りてこの団体を潰さんようにお願い

したいと思います。

（委 員）

過激な発言します。

婦人会がストライキしたら世の中潰れます。だからたまに反旗を翻すんです。協力してくださいと

か100人、200人動員してくださいとか言ってくると思うんです。今回は協力できませんよということ

があれば、侮れない団体だと意識してくれると思います。飴と鞭じゃないですが、お願いしますと頼

まれても、すぐに承諾するのではなく、○○さんの権限で、今回は趣旨がよくないから、婦人会は協

力しませんと言っても良いと思います。

実は去年、女性協議会であることがあったんですが、婦人会さんがけじめをつけさせてって、全く

参加しない時期がちょこっとだけありました。それはすごいなと思いました。

女性が人口の半分なので、選挙の時もストライキしたら立候補者が困りますよ。と、私は思うんで

すけど。たまに、○○さんはよくやっているんですが、私もアジるのが好きなので、６月４日に徳島

駅前で行われるレッドアクションに参加するのですが、婦人会も一緒に行動しましょう。

そういうのをやると、「おっ！すごいな！」というところを、県民にアピールすることができると

思います。

（委 員）

実は、婦人会というのは３つの活動をやっているんです。こんなところで婦人会の宣伝をしたらい

けませんけれども、その中に結核予防婦人会というのがありまして、いま、「たばこ病」で有名なの

では、○○さんが亡くなりましたけれども、あれも肺気腫ですね。肺気腫が22万人が認定されている

んですけれども、本当は520万人おるといわれています。

私の方の団体としては、私が中央講習会とかを受けてきておりますので、今回は禁煙運動を、副流

煙の問題とかいろんなものがありまして、日本全国でよその国と比べたら遅いんですね。条例もない

し、だけど国際化してくる徳島においてそういう禁煙に対する条例とかそういうものを先駆けていく

必要があるのではないかと。

これは、男女共同参画に関係あるかないかは分かりませんけど、そういう運動を始めております。

だから健康の方でもそういうことも認識していただいたら有り難いかなと思います。
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（会 長）

せっかくの機会ですので、私の会の運営として、長い、短いは別にして必ずご発言をいただきたい

というふうにお願いをしておりますので、どなたからでも結構です。

それでは○○委員さん、お願いします。

（委 員）

今、婦人会の話がありましたけれども、情報をいただくと、そのような活動をしているんだなとい

うことで関心を持つようになると思います。

この計画については、子育て支援、介護に対する男性の参加、防災の分野での女性の参画の推進、

青少年の方の男女共同参画の理解をさらに進めていくなど、多面的な視点からの計画になっていると

思います。

今度、この計画をいかに県民に知っていただくかが、とても大事になってくると思っております。

先ほど、計画の数値目標の中で、全国レベルに達してないものがあるという説明がありましたけれ

ども、一方で全国レベルを上回っているものがあるという説明もいただきました。

計画のメッセージを発していくときに、徳島県の課題も含めた現状説明も大事だと思いますが、強

みというところもメッセージとして発信していただきたいと思います。もしかしたら徳島県独自の男

女共同参画の具体的なモデルが、出来上がっていくのではないかと感じております。

とても期待をしています。

（会 長）

ありがとうございました。

あとは、○○委員さん、お願いします。

（委 員）

１点目は男性の育児休業の取得促進に関してなんですけれども、先ほど県の目標がちょっと低いの

ではないかという意見も出ましたが、国の目標というのが2020年までに13％となっているのですが、

直近の数字で、平成26年度で2.3％ということになっています。

これを何とか目標値まで持っていかなければいけないということで、今年度から男性の育児休業取

得促進のための助成金が５年間限定で設けられておりますので、そういう助成金についても県の方で

周知していただいて、県内の男性の育児休業の取得促進につなげていけたらと思っております。

２点目が、成果目標にもある、「はぐくみ支援企業認証事業所数」についてですけれども、はぐく

み支援企業が増えるように、はぐくみ支援企業になったら何かメリットがあるという、メリットをよ

り充実させていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。
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（会 長）

それでは、○○さん、是非一言お願いします。

（委 員）

私は社会福祉協議会の方に勤めさせていただいておりますので、さっき○○さんが仰ったんですけ

れども、中小企業の大変さというところもありますが、長期の病気休暇をいただけたという中での、

復帰ができるような環境に居れるのは本当にいいことだと感じております。

民間だともっと厳しい対応だったのかなと、そういったことが平等に皆さんが受けられるようにと

いうふうなことも書かれてありますので、その辺りが実現すると絵に描いた餅にしないということを

仰ってくれたので、そこが実現できると本当にいいなぁと思いました。

少しこの内容を見てみますと、社会福祉協議会が関係している事業が実はたくさんあります。話に

出たシルバー大学校も美馬市社会福祉協議会が、ほんの少しの授業料で実は、補助金でやらせていた

だいています。

本当は放したいというぐらいの金額なんです。実は。そこに地域貢献という部分での、地域のリー

ダーとなるという目標が書かれているにも関わらず、どなたかが仰っていたように、実は地域で活動

をするような内容にはなっていないと。なかなか地域でボランティア活動をしていただくようなとこ

ろがないんです。それが全員ではないんですけれども、やはり趣味の方に走っていく傾向が高くて、

仲良しにはなるんですけれども、それがボランティア活動であったり、地域貢献にはつながっていな

い現実は確かにあります。

そこも社協との関係がもう少しうまく説明できて、地域への引き込みができればいいなと、ずっと

思っているんですけれども、実は事業の一環として、社協のボランティア活動であったり、地域での

活動であったり、現実を知っていただくような時間が欲しいというにも関わらず、ここ何十年もいた

だかずに来ております。

そういった課題が１つあるので、陰で知っていただけたら有り難いかなと思いました。社協生活視

点というところで、事業を進めておりますので、女性の多い職場です。ヘルパーさんであったり、ケ

アマネさんであったり、デイサービスとか介護保険事業の方も行っておりますけれども、そこへの女

性の介護をしていただく方の募集を掛けても実は来ない状況が続いております。

それは介護保険の方の担当の方もよくご存じだと思いますけれども、働き手がいないということが

これから起こります。そういった課題もあるんですよね。実際、そういった３K職場には行きたくな

いみたいなところがあって、今後自分が年を取ったときに大変なことになるなということを、皆さん

も知っていただいておいたらいいのかなと。非常に厳しい現状が待っていると思います。

ですから、健康に年を取ることを是非考えておいていただけたらなあと、ちょっと話は外れますが、
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そういったこともあります。

あと、貧困についての関わりも実はしておりまして、生活困窮者の自立支援法が制定された時にモ

デル事業というあたりで、その事業も進めさせていただいております。

色んなアンケートをとりましたら、やはり引きこもりの方がいたり、お母さんが80歳で、息子さん

が50歳でというような家庭も実はたくさんあるんですけれども、お母さんが亡くなった後のというか、

お母さんの年金を当てにして生活をするものですから、後の50歳、今から就職をするところがないみ

たいな年が来ての貧困というものが起こってしまうんです。そういったところを共に伴走型で支援す

るといったことを、やらせていただくような事業も進めています。

ファミリーサポートセンターについて出ておりましたが、それも社協の方でやっております。一つ

この事業をやっていて感じることは、「ファミリーサポートセンター」です、名前が。ということは、

いま年齢の制限があるんです。小学校６年生までというのが基本。「ファミリー」であればそこは幅

を広げて、老人に対しての介護をしてもいいんじゃないか、それから妊婦さんのところに助けが行っ

てもいいんじゃないかとか、いろんな意味で「ファミリー」を助けるというふうな事業に広げること

が必要だというのは、ずっと感じてました。

ただ、ちょっと傘下に入っているので、勝手にそこの年齢を美馬市だけ引き上げるわけにはいかな

いという問題があるんですけれども、その辺りを今後検討していただけたら有り難いかなと思いまし

た。

先ほど、お子様を生んだ後の３か月ぐらいの色んなことが大変ということを仰ってて、実は平成14

・15年あたりで、「子育てサロン」という事業を旧の脇町で行いました。その時に、いろんな情報を

１冊に集めてあげるとお母さんたちが困らないかなということで、こういった時にはこういう届け出

が要りますとか、こういうことに困ったら、こういうところに相談ができますとかいった情報を１冊

にまとめて、「わきっ子」という形で初版を出したんです。その後、合併があったので「みまっこ」

という名前に変えて、出産された方にその冊子を渡していくというふうな形での支援を行った経過も

あります。

そういったいいと思ったことは、していただけるのであれば、また冊子等で差し上げると便利なの

かなあということを感じました。

以上です。お休みをいただいていたので、ざっと見た中での意見なんですけれど、実際にやってい

る現場の声からすると、そういった内容になります。まだたくさんありますが、また、一応これで、

ありがとうございました。

（会 長）

では、○○委員さん、お願いします。
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（委 員）

私もこの計画については、委員会で出た意見が必ず次の委員会の時には反映されるような、そうい

うような取り組みをしていただいて、この計画全体が幅広く、人々の生活が豊かになるような計画に

なっているように思っています。

先ほどから出ている、地域にどんなふうに貢献できるかということが、話題として上がってきてい

ましたけれど、今回、この計画の中で特に基本方針の３番目ですが、「互いに支えあう家庭、地域づ

くり」という大きな柱がありますけれども、そういうことを考えていくと、この事業を推進していく

中で、地域とつながらざるを得ないというか、地域に働きかけざるを得ない、地域との関連の中で生

活せざるを得ないというふうな状況が起こってくるのではないかなと期待もしていますし、また、１

住民の立場から考えるとそういうふうにしてこの計画を推進していきたいなと思います。

あともう１点ですけれども、この計画はほとんど完成ということで、後は実行あるのみというとこ

ろに来ているかと思うんですけど、これがこれから向こう３年間、平成28年度から30年度までの３年

間ということになっているのですが、これを成果としては、見える化というのはとても大事なことだ

と思うんです。

ただ、数値目標だけではなくて、やはり些細な状況であったとしても、事例をしっかりと取り上げ

ていただいて、そういう達成状況というか、目標の過渡期であったとしても、このような取り組みを

しているという、そういうところを事例として上げていただきながら、それらを成果として皆さんに

紹介していただくという、そういうこともとても大事なことかなと思うんですね。

進んでいるところは、こういうのは当たり前と思って、例えば○○委員さんも早くに色んな取り組

みをしてらっしゃるというふうに、前の委員会の時にもお話をされておられましたけれども、そうい

うのは当たり前と思って、特に新たな取り組みと思われてないような事業所があったり、また個人の

方がいらっしゃったり、また組織があったりするかも分からないんですけれども、当たり前としてや

っていることがこのプランの中でもこんなふうに課題達成に繋がっているんだということが、意識化

していただけるようにしていくと、それぐらいのことだったら、私のところでもできるなぁとか、私

にでもできるなぁというふうに、この計画の理念、この計画の具体的な対策が地域の中に浸透してい

けるのではないかというふうに思うんですね。

繰り返しですけれど、そういった意味で数値で現れるだけでなく、具体的な事例なんかを上げてい

ただくという、そういう成果の紹介をしていただけるようになるとありがたいなというふうに思いま

す。以上です。

（会 長）

それでは最後に私からも一言言わせていただきたいのですが、今回のプランの非常に目玉のところ

というのは、数値目標が入っているということだろうと思うんですね。
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だから、善処いたしますとか、努力いたしますとかというのは、政治家の決まり文句ですけれども、

ちゃんと数値目標が入っていて、ちゃんと評価の委員会が別にありますので、各課ともそれでいえば、

一種の勤務評定になりますので、非常にこれは実効性を伴ったものになろうかというふうに考えてお

ります。

それからもう一つ、行政のできることというのは、基本的にスペンディングポリシー（spending p

olicy）と申しまして、ポンプでいえば、最初は水が出ませんよね。井戸から水を吸い上げるときに

水は出ないわけです。上から誘い水を入れて、それで圧力がかかったところでポーンと水が出るとい

う、押し掛けです。車でいえば押し掛け、ポンプでいえば汲み上げる事業、それが色んなモデル事業

になっているわけです。

全部でもない行政が、おんぶに抱っこに肩車で、全部はなかなかできない。だから、３年とか何と

かということになるんですが、そこで大事なことは、地域の色んな団体との連携です。

徳島マラソンがなぜあれだけ盛り上がっているか、私はちょうど、部長さんが知事を先導されまし

て、私はその向かい側で応援していたんですが、石井でも色んなボランティア団体とかが出て、非常

に応援しているんですね。地域というのは、こういう人たちによって支えられているんだ。もちろん、

婦人会の方もおられますし、生活改善の方もおられたり、いろんな方が支えあってできているんだな

ということを改めて確認をいたしました。

ですから、今日丁度、○○委員さんから先ほどお話がありましたけれども、県があって、市町村が

あって、社協それからボランティア協議会とか、婦人会とか色んな団体の連携によって成り立ってい

るんじゃないかなと思うんですよね。

ですから、折角の計画を本当に絵に描いた餅ではなくて、実効性のあるものにするためには、そう

いった点、やっぱり特に留意をしながら是非県の方には進めていただきたいなというふうに考えてお

ります。

それで、随分と色んなご発言をいただいてきておりまして、かなり予定の時間も近づいてまいりま

したので、本日ご審議いただいた答申案を元に、各委員の皆さまからいただいた貴重なご意見等を踏

まえ、後日知事へ答申を行いたいと思います。

また、答申を行うに当たって、文言の修正等については、会長、副会長に一任とさせていただいて

よろしいでしょうか。

それでは、最後の議事になりますが、議事２「その他」で事務局の方から何かあればお願いします。

（事務局）

事務局の方から今後のスケジュールについてお伝えをさせていただきます。

今後は、本日皆さまにいただきましたご意見を踏まえまして、５月25日に、会長、副会長から知事

へ答申を行っていただく予定としております。
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答申の後は県におきまして、最終案を取りまとめまして、６月県議会への提案に向けて手続きを進

めてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

（会 長）

それでは以上を持ちまして議事を終了したいと思います。

なお、私ども委員の任期は、本年７月末までとなっております。今期は、次期計画策定というタイ

ミングでしたので、開催回数が多く、それも短期間でやったにも拘わらず委員の皆さまにはお忙しい

中ご出席をいただき、熱心にご審議いただきまして誠にありがとうございました。

それでは、ここでマイクを事務局にお返しいたします。

（県民環境部長あいさつ）

（事務局）

それでは、以上を持ちまして、本日の参画会議を終了いたします。議事進行にご協力いただきまし

て、ありがとうございました。


