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平成２９年度「第１回徳島県男女共同参画会議」 議事概要

１ 日 時 平成２９年９月７日（木）午後１時３０分から

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・短期大学部教授

多田 敏子 徳島大学名誉教授

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論説委員兼編集委員室長

豊田 門郎 徳島県労働組合総連合事務局次長

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

舩戸 豊子 徳島県助産師会副会長

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

新委員紹介

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）～」

の進捗状況等について

(２) その他

＜資料＞

資料１ 平成２８年度 男女共同参画施策推進状況

資料２ 平成２９年度 男女共同参画施策の概要

資料３ ともに輝く｢新未来とくしま｣創造プラン成果目標一覧
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資料４ 計画の改善見直しについて

資料５ 内閣府地域女性活躍推進交付金事業実績（平成２８年度）

資料６ 女性活躍推進統括本部「女性活躍の推進」

＜議事概要＞

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）～」

の進捗状況等について 事務局（男女参画・人権課）から説明

２ 質疑応答

（会長）

只今，事務局からご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，委員の皆様からのご質問やご意見，ご提言でも結構です。いつも私が座長をしている時にお

願いをしていることは，それぞれの委員さんは非常に重要な役割を担ってここにご出席をされており

ますので，長い短いは別にいたしまして必ず何かご発言をしていただきたいというふうに考えており

ますので，よろしくお願いいたします。

それでは，まず，○○委員にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。

（○○委員）

ご指名いただきましたので，口火を切って和らげたいと思います。今，事務局から詳しい説明をい

ただきましたが，それとは少し離れますが，まず○○さんがまだ到着しておりませんので，○○さん

に代わりましてお礼を申し上げたいと思います。

９月２日・３日に「第36回高齢社会をよくする女性の会全国大会inとくしま」がアスティで開かれ

ました。本日，県の関係部署の方がお揃いですので，この場を借りてお礼を申し上げます。

参加者は全国各地から2,600人ご参加いただきました。年齢関係なく元気ハツラツとしておられて，

最後まで全うされておりました。

そして，飯泉知事様はじめ，県民環境部長様，保健福祉部長様，県教育長様など，県関係者の皆様

にご臨席を賜り，県民の皆様から多大なご支援とご協力をいただきましたことを心より御礼申し上げ

ます。本当にありがとうございました。

私も実行委員の一人として，当日は3,500円で買った藍染のＴシャツを着て，一応本来はおとなし

く座っておかないといけない立場だったのですが，走り回ってご案内をさせていただきました。

徳島発「高齢者が（女性という言葉はカットしまして男女で）頑張る！輝くまちづくり」，これを

全国に発信できたかなと思います。私も親子ほど違う方と一緒に活動をして元気をいただいたし，こ
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のパワーを次の世代に，大学生の皆さんにも伝えていきたいなと思っております。以上でございます。

本当にありがとうございました。

口火を切って，私が発言させていただきました。県の報告に関してですが，空洞化というか活動家

がもう60～70歳になってきているので，次の世代を育成するために講座を開いてくださいと言いまし

たところ，資料に書かれておりますけど本当に色んな講座が開かれるようになりました。そのご努力

に感謝いたします。

事務局からの説明のとおり，だいぶ進捗しているものがほとんどでございまして，一部目をつぶり

ますけど本当に進んでいるなと思います。

講座の中で，○○さんが関係する漁業関係の講座が５回開かれていて，凄く人も集めています。私

は，○○さんのファンなので，その素晴らしい講座の内容を委員さんからお聞きしたいなと思います。

以上です。○○さん，いいですか？

（会長）

では，今，○○委員さんからご指名がありましたので，○○委員さん，お願いします。

（○○委員）

何を言えばいいんでしょう。

（会長）

講座の概要を。

（○○委員）

資料１の３ページのところに「漁業人材確保・育成事業」というのがございまして，水産振興課さ

んが担当されています。講座が５回開かれています。これはたぶん○○さんも講演なさったんではな

いかと思いますけど，いかがですか？

（会長）

では，水産振興課の方からお願いできますか。

（事務局）

水産振興課でございます。こちらは５回の講座ではなく，「漁協女性部関係の会合等における情報

交換を５回実施した」ということです。内容につきましては当然○○委員さんの和田島漁協女性部が

行っている活動の中での情報交換もございますし，その他鳴門地区の漁家生活改善推進連絡会等にお
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ける魚食普及研修会や講習会において水産振興課と各漁協の女性部で情報交換を行いながら活動を支

援したという内容でございます。

このうち５月27日・６月27日につきましては鳴門地区，９月12日・10月13日・１月16日につきまし

ては和田島の女性部と情報交換を行ったということでございます。

（会長）

はい，どうぞ。

（○○委員）

１月16日は国の補助事業を使わせていただきまして，その報告会ということで東海大学の関先生と

全漁連の事務局の方を東京からお呼びしまして，私たちが食堂を開店したんですけれども，その店に

来ていただき見ていただいて，色々な情報を共有し合いながらということで，この１月16日は私たち

和田島漁協の方で会を開きました。

（会長）

ありがとうございました。では続きまして，どなたからでも結構ですので，私の方に合図をいただ

ければありがたいと思うのですが，いかがでしょうか。どうですか，では○○委員さん，お願いしま

す。

（○○委員）

私は前回出席させていただいた時に，徳島県医師会の男女参画委員をさせていただいていますので，

今やっている活動について話をさせていただきまして，今まで育児ということについてやっていたの

ですが，今年は介護についてやろうということで講演をお願いしてやっております。それで今，日赤

が終わって，徳島県鳴門病院が終わって，次，今年はあと市民・県中と予定しております。

これは何かというと，М字カーブといいますか，育児・介護によって職を離れる，休まれる方がい

らっしゃる。その中でも女性の方が多いということがありまして，そういうことのないように地域包

括支援センター等々を活用するとか色んなことのやり方，それからどういうふうにしたら良いのかと

いうやり方，私の耳に残っているのは「ケアマネージャーは一人じゃないよ，もし合わなければ変え

ればいいよ，３回変えて調子が良かった人もいた」というようなこともあったり，色んなことを啓蒙

していっております。

あと２点，１点は今医師としてちょっと心配しているのは，医師会の名古屋で行われました全国の

男女参画委員会の時に言っていた内容ですが，その中で来年の４月から医師は専門医制度が変わりま

す。専門医制度というのは２年間の最初の初期研修があって，あと３年間で専門医を取っていく訳で
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すけど，５年あります。そうすると24歳で卒業しまして，その５年というものをどう使うか。

男性と女性が当然いて，そこには出産・子育てというものが女性の中にあって，その５年をどうハ

ンディなしに使っていくのかということが，今一番医師の中に問われることになっています。そこに

持ってきて「働き方改革」というのを国が出してきまして，男性の働き方も短くというか，そういう

流れがありまして，なかなかうまく女性の５年間での専門医取得ができるのかどうかというのが今問

題点となっております。

最後に，今年は９月30日，10月１日と「中四国医師会」というのが徳島県主管ですので徳島で行わ

れます。そこで島根県からの質問がありまして，それに中四国の９県が答える形になっております。

私もそれに対して答えなければいけないんですけど，質問事項が「子育て世代包括支援センター」と

いうのが今できているということで，あまり私はよく知らなかったんですけど，それが平成27年度に

作りなさい的なこと。

それで今年の４月に母子保健法によりセンター設置が努力義務化されたということで，「徳島県で

は平成32年度までに開設に向けて検討中です」というような説明を申し上げようとしたのですが，そ

れぞれの県の答えがありまして，鳥取・島根は今作っている最中である。岡山は12市町村，16ヶ所が

できている。

広島は３市町村で「ネウボラ」というのができている。ネウボラというのは，ネウボというのはア

ドバイスをする，ラが場所でフィンランド語らしいんですけど，アドバイスする場所ということで，

ネウボラというのを作っている。 山口県は19市町村のうちの９ヶ所，香川が17分の５，愛媛が20分

の２，高知が34分の24，48ヶ所。高知が一番多いでしょうか。

徳島は今鳴門だけ，「鳴門ネウボラ」ですかね。ですから徳島は32年に向けてたくさんできていく

ことになるんだと思います。それからこのネウボラ以外にも，たぶん徳島は名前が違うけれども，や

っていることがあるんだろうと理解しております。以上です。

（会長）

今，○○委員さんからお話がありました「子育て世代包括支援センター」ですか，その進捗状況等

について，県側で分かる方がおられましたらお願いします。

（事務局）

健康増進課でございます。今ご意見の中にございました「子育て世代包括支援センター」につきま

しては○○委員の仰るとおり，現時点では県内では鳴門市１ヶ所のみとなっております。但し他の市

町村におきましても，設置に向けて検討をしていただいている所も数ヶ所ございます。

また，センターが主な役割を担うこととなります妊産婦に対する産前・産後に関する事業につきま

しては，今年度から徳島市の方で県の助産師会に委託しまして訪問事業が開始されるなど，妊産婦さ
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んに対する支援については現在拡大されているところでございます。

こうした状況を伸ばしまして，センターについても市町村の方で拡大されるように，県としても支

援して参りたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。

（会長）

今，健康増進課の方から説明の中に，助産師会ということが出てきましたので，関連で○○委員さ

ん，お願いします。

（○○委員）

助産師会の方は徳島市の委託を受けて，６月から「徳島市産後ケア訪問型事業」を実施しておりま

す。まだ始めて３ヶ月なんですけれども，訪問の依頼は徐々に増えて，８月は19件ぐらいありました。

それで，あと今までやっている県委託でしている「母親相談事業」の中の訪問相談の方も，これに

合わせて増加しております。８月も今までというか，去年の平均に比べると倍以上になっていて，こ

れでは３月までどうしていけばいいかなという少し不安なところがあるんですけれども，とにかくお

母さん方の需要というか，そういうところは増えてきております。

やはり訪問に行ったら色んな問題を抱えているお母さん方がたくさんいますし，一番は乳房ケアの

ことがメインなんですけれども，他に育児で困っていることとか，やはりメンタル的な部分で長く話

を傾聴していくというようなところもありますので，１回訪問すれば１時間半から２時間，３時間近

くに及ぶこともありますので，私たちは役割としては果たしていけているのかなと思います。

今のところ徳島市だけがこの訪問産後ケアをしているのですが，他の市町村にもどんどんやってい

ってほしいなというところです。それで今県の方で委託を受けている分は徳島市以外の所にも訪問に

行けているんですけど，もし県の方がもっと支援をしていただければ多くの方が訪問事業を受けられ

るのではないかな，そうするとお母さんの産後の不安とか鬱病の予防とかにつながっていくと思って

おります。今後ともご支援よろしくお願いします。

（会長）

今の○○委員さんからのご発言に対して，何か県側からコメントすることがあれば，構いませんか。

副会長さんも何かあればお願いします。ご専門に近いところだと思いますので。

（副会長）

ありがとうございます。先ほど頂いた資料６の中に大きく柱が挙がっていますけれども，○○委員

さんのところと関連して，例えば子育て支援の中で子どもさんが病気であるという時に，それを理由

にお仕事になかなか踏み切れないという方もいらっしゃるということで，病気を持っている子どもさ
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んをどのように支えていくかということで，訪問看護を充実できるように訪問看護師の育成，研修で

すけれども県の補助を頂いて進めていますが，それらはこの方針に力になっていけるのではないかな

と思っております。

今，私は看護協会の方で仕事をさせていただいていますので，看護協会の取り組みということでご

紹介させていただきました。

それからもう１つ，それも看護協会に関連していることなのですが，更に左側の「女性の働きたい

を応援」という方針が挙がってきているのですが，これについても今年度から「ＡＷＡナースサポー

ト事業」ということで，これも県から補助を頂いて仕事を持っておられて退職された方が，更にご自

身が長年のキャリアの中で蓄積されているスキルを退職後にも活用できるようにということで，フル

タイムの仕事はなかなか遠慮したいという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども，週３日で

ありましたり週２日でありましたり，そういう勤務形態も自由に選び，そしてまたその人の得意とす

る領域がより発揮できるようにということで，就職という訳ではないんですけれども，そういうスキ

ルを求めてくださっている方に事業所などにご紹介させていただいて，そことの相談の上，どのよう

な働き方をするかということを決めていただけるような，そんな事業なども進めています。

ですから本当にこの女性活躍の推進ということで，ここで立てていただいているこのプランが看護

の領域にも随分反映できていますし，こういうものがベースにあるので看護職についても県から多大

なご支援をいただけるのだなということで，改めて感謝しています。以上です。

（会長）

今の副会長からのご意見を踏まえまして，事務局から何かコメントがあればお願いします。

（事務局）

医療政策課でございます。今，副会長さんからご発言もいただいたところなのですけれども，看護

職につきましては多くが女性の職場ということで，特有の働く上での工夫等が必要になって参ります

ので，そうした面では非常に看護協会さんと県とで一緒にタイアップして進めているというところで

ございまして，日頃からのご協力に非常に感謝しているところでございます。

（会長）

他にございませんか。それではちょっとここで視点を変えたいと思います。○○委員さんの方から

地元の特に社会福祉の関係で抱えている問題点等をお話しいただければと思います。

（○○委員）

課題といえばたくさんありすぎて絞り切るのはかなり難しいんですけれども，この計画の中で色ん
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な課がそれぞれの事業を「女性」というところの視点を持って集めてこられている計画なので，福祉

的な意味合いのものもかなり入ってきています。

事業が縦にやらなければなかなかできないという部分もよく分かるのですけれども，同じような事

業が今もお話しされている中で連携すればできるということが，今すぐ分かったような状況でもあり

ますし，住民さんと直接関わっている市町村の職員から考えると，やはり住民さんは同じようなこと

を一人の人にいっぱい言ってくる。これをどうにか横串を刺せないものかというふうな意見をいつも

言われるんですね。「同じようなことばかり言ってこられてしんどい」と。

これが小さい市町村，美馬市なんて本当に今３万を切るような人口減というか，合併してから3,80

0人ほど減っていますけれども，だんだん減っていく中で一人に対しての役割がいっぱい降りてくる。

それも高齢化している中でそこを担う人がいなくなってきているという現状がありますので，そうい

った役割を分担するのも難しい。

この包括ケアシステムというものを国は作りましょうということで，今綺麗な絵は描いてくれては

いるのですが，それを市町村におろした時にどこまで現実化するんだろうと考えた時には，本当に協

議の場は１個で，それに対して今色んな課題がそのメンバーさんでまずは協議ができるという１つの

協議体を作りなさいということも書かれているんですけれども，まったくその通りだなと思うんです

ね。

色んな事業がそこに集まってきて同じように協議をして，それが課題解決につながっていくという

ところで連携できるのが，小さい町にとっては一番良いのではないかなというふうなことで今後は進

めていかないといけないなと。

それで，たぶん介護の世界だと，これから特にヘルパーさんであったりデイの職員であったりとい

ったところの介護をする職員がいなくなるんですね。資格を取るための講座なんかを開催するので来

ませんかと声掛けをしても，ほとんど人が集まらない。介護現場への就職をハローワークの方に出し

ても，ほとんどそこに集まってこないというふうなことが起こっています。

そこでやはり子育てが終わった世代の方たちが，そこで仕事ができるようなそんな仕組みも考えて

いく必要があるのかなというふうには思っているんですけれども，その辺りを地元の社会福祉協議会

としてスタートさせたのが，法人が連携して何かできないかというふうなことで，先般８月１日から

スタートしますということで新聞の方にも取り上げていただいた「暮らしサポートネット」の相談業

務を一緒にやろうということからスタートさせた事業もあるんですけれども。

やはり地域の中に７法人あるんですけれども，そういった今まで連携がしにくかったであろうと思

われる法人が集まって，何か地域の住民のためにやっていくという考え方も１つ必要になってくるの

かなと。それがまた１つの協議体の柱になって，地域の住民のために共に専門分野を生かしながら連

携して進んでいけるのかなと。それをもう少しまた広げていきたいなと。

なかなか医師会の方と結びつくのが一番困難なところもあったりはするのですけれども，その辺り
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凄い開けている考え方で仰ってくれていたので，ボツボツとその辺りは美馬市として取り組んでいき

たいなというふうには思っています。市というか社会福祉協議会が声掛けをするので，あまり堅くな

らないで受けていただけるというのが実際はあるんですね。

行政だとやりにくいけど，社会福祉協議会というお金もない，ただ人が頑張って動いて仕事をする

みたいな，そういった職場なので，そこの役割が社協として担えれば良いのかなと，そういうふうに

考えています。

男女共に頑張ってやっていかないと，この世代乗り切っていけないのかなというところがあったり，

これからはたぶん悲しいですけど一人で最後，生活をされていく方が増えていくと思われます。そう

いった方たちを最終支援する仕組みとして，日常生活自立支援事業で関わらせてもらったり，それか

ら今法人貢献，市民貢献という形で事業の方も進めていて，その方たちと関係を持っているんですけ

れども。

やはり最後はそういった制度を使って社協と関わってもらった中で，おしまいができるというふう

なところで，何人もの方と関わっているんですけれども，たぶんそういった方たちが増えるんだろう

なという想定もあって，そこはまた違う形で地域で支え合えるような仕組みづくりを今後は福祉とし

ては展開する必要があって，そこには色んな方たちともう少し結びついていかないとできないなとい

うのがあるので，色んな連携ができる機会を持てたらいいなというふうには考えています。

（会長）

○○委員さん，社会福祉協議会が色んなところと連携をしていくという中で，県で一番関係の深い

部署というのはどこなんですか？

（○○委員）

たぶん保健福祉部なのですが，実は消費者庁の方からも今度，高齢者の見守りについてという話が

出てきたり，それから先般，住宅課の方が来ていただいて，なかなか住宅についての空き家のことで

あったりとか，それから公営住宅には保証人が取れない人が入りにくい問題があるとか，そんな話も

していただいたりというのがあります。

何か知らないけど色んなところがこの頃，社協に声掛けしてくれているなというところがあって，

やはり人口が減るとそういったことをやっていかないと難しいのかなと。一緒にやっていくという考

えが，これからは必要になるのかなというふうには思っています。

（会長）

今の○○委員さんのご発言を受けて，県側で何か分かる範囲で説明していただけるところがあれば，

お願いします。
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（事務局）

長寿いきがい課でございます。○○委員におかれましては，福祉の最前線の方で頑張っていただい

ておりますことを，感謝申し上げたいと思います。私の方から前段の方で出ておりました「地域包括

ケアシステムの構築について」ということでお話しさせていただきます。

ご存知のとおり，本県は全国より早く高齢化が進行しております。高齢者人口のピークが2020年，

本県は全国から５年早く迎えるということになっておりまして，その2020年を目途にこの地域包括ケ

アシステムの構築を目指しております。

では，この地域包括ケアシステムとは何かということで，高齢者が要介護状態となっても住み慣れ

た地域で暮らし続けることができるように医療・介護・予防・住まい，それから生活支援が地域で一

体的に提供できるような仕組み，これを構築していこうというものでございます。

一概にそれを構築しましょうと言っても，取り組みをしていただくのは市町村の方でやっていただ

く訳でございますけど，それを順序立ててどういうふうにしていけば良いかということを，県の方で

主要施策の工程表というような形で，今年の３月にとりまとめまして，幅広い施策を体系的に整理し，

2020年までに段階的にこういうふうにしてやっていきましょうというもの，いわゆる工程表を作成し

ております。

あと，「地域包括ケア推進会議」というものも開催して，先進的な取り組みをされている市町村の

状況とかを共有して，市町村全体のレベルアップにつながればというふうにも考えております。

こちらの指標の方にも出ておるのですが，主要課題６，資料３の方ですけど主要課題６の整理番号

24番「地域包括ケアシステムモデル地区数」ということで，この計画にも数値目標を入れているので

すが，昨年度の実績としては４地区で先進的なモデル地区というのを選定しております。那賀町，海

陽町，阿波市，三好市，この４市町を中山間地域型のモデルとして選定しております。

ただ，これらはすべて中山間地域ということですので，今年度は新たに北島町の方を選定しまして，

市街地周辺で急速に高齢化が進んでいる地域，これをモデルとすることで県下全体に多様な，条件の

違うところでも，市町村のノウハウを取り入れられるようにということで，そういう選定をしており

まして，また今後，情報共有とか先進事例が学べるような，そういう取り組みもしていきたいと考え

ております。以上です。

（会長）

ありがとうございました。では続きまして特に地域社会，それから行政，それから色んな施設等の

連携という面で，○○委員からちょっとご発言いただきたいと思います。

（○○委員）
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色々皆さんのお話を聞かせてもらいながら，未だにちょっと私の頭の中に落とし込めていないとこ

ろがあるのですが，根本的なところなんですけれども，皆さんのお話の中で皆さんそれぞれ活動され

ている事業の疑問であったりとか問題点ということをこの場でご報告いただいて，それを県のサイド

から「こういうふうにしたら」とか回答があるような感じなんですけれども。

根本的なことなんですけど，この委員会においてどういう意見を求められているのかがちょっとま

だ認識できないというか，分かっていない部分があるんですけれども，何というか実際に何か活動を

していて，その活動でこんな問題点があるんです，こういうことですという話であれば，そういうこ

とが言えるんですけれども。

そうではなくて，男女共同参画の「ともに輝く『新未来とくしま』創造プラン」という部分に対し

て何を求められているのか，どんな意見をこの委員会で求めているのか，まだちょっと落とし込めて

いないところがあるので，そこについて教えていただければと思います。

（会長）

では私が…，いえいえ，どうぞ。

（事務局）

ありがとうございます。男女参画・人権課でございます。このプランということで，計画すべてに

共通して言えることなんですけれども，まず狙いというか，目指すべき姿というのがあって，それを

目指していく時に課題があって，その課題を取り除くために対策を打っていくという形になっており

ます。

先ほど「概要版」ということでお示しをさせていただいているのですが，男女共同参画ということ

で女性も男性もがそれぞれを受け入れて，共に責任を持って活動をしていく。各人それぞれがやって

いきたいことについて阻害要因があれば，お互いが共同してそれを除いて活躍できるような，トライ

できるような社会を作っていこうという，この男女共同参画なんですけれども，それを目指していく

上において，基本方針として３つの柱を設けております。

１つ目が，女性が活躍できる社会づくりということで，女性の方にこれから少子高齢化ということ

で働き手も減ってくるという中で，女性の方にどんどん出てきていただいて力を発揮していただく必

要があるということで，この１番目のところにラインナップしています。

２番目のところは環境，安全・安心というところで，これは障壁の部分があるんですけれども，暴

力の問題があったり，色々なハンデと言いますか，ある方についてはサポートをしていく取組みを。

３番目は教育の分野で，家庭とか地域の中で男女共同参画を進めていこうというような取組みを掲

げた形になっておりまして，それをやっていく事業というのをラインアップしています。

この目的に沿って事業を展開する中で，その目的どおりの成果が出ているかどうかということを，
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この事業の実施状況を見ていただいて，それで判断していただいて，ここがちょっと目的からズレて

いるとか，数字が元々設定していた目標に値する数字が出ていませんねとか。

それを委員さんの専門的な見地から，ここは出ていないのはこういうような要因があるのではない

か，そこをこういうふうに直してもらったら良いのではないかとかですね，そういうご意見をいただ

いて，この目的に沿った目指すべき姿に沿った方向に，いかにして持っていくのかという視点でアド

バイス，提言というのをいただけたらというふうに考えております。

目的とその実施した事業の内容とか，それで得られた成果等を見ていただいて，これが実施状況と

いう形で出ておりますので，それを見ていただいて専門的な見地から評価をいただく。それで足りな

い部分については提言いただくし，良いところはもっとというような形でご意見をいただければと考

えております。以上でございます。

（会長）

もう少し，私なりに補足をさせていただきますと，従来というのは行政というのは「知らしむべか

らず，依らしむべし」というね。だからいわゆる「お上がやることなので任しておけば大丈夫だ」と，

だからあまり具体的に説明する必要はないんだという時代から，今はまさにいわゆるタックス・ペイ

ヤーである市民の皆さん，あるいは県民の皆さんにいかにご協力をいただいて，一緒に作っていくか

という時代に変わっていると思うんですね。

ですから，最初のプランの作成の時から関わっていただいて，そしてプランの進捗状況を行政の側

から報告をしてもらって，進捗状況ですね。それでこういうところをよくやってるねとか，あるいは

こういうところが足りないんじゃないかというふうなね，ある部分は応援団であったり，ある部分は

審査する側であったりというね。そういうふうな役割をこの会議が担っているんじゃないかというふ

うに私は考えています。お答えになったかどうか分かりませんが。

（○○委員）

ありがとうございます。これが全体的な図として，その目的として男女が平等であるというゴール

地点というのは見えているんですけど，そこに至るまでの各種計画があって，こういうデータ，数字

が出てきているというのも分かるんですけれども，何というんですかね，どれに対して何を答えたら

いいのかなという。

普通であれば，「１についてじゃあ皆さんで話しましょう」みたいな感じの会議の形式というのは

よく知っているんですけど，ポンと全体を渡されて「どれでもいいから意見を言ってください」とい

うのは，何かちょっと自分の中で…。

（会長）
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はい，どうぞ。

（○○委員）

○○委員さんですね。審議会のために１週間前から資料がお手元に届いていると思うんです。勉強

してこられているという前提でここで議論しています。公募委員に選ばれるのは結構激戦でして，私

も過去に色々トライして落ちたこともあります。応募に際し○○さんも作文を提出されたと思います。

多くのなかから選ばれておりますので，そのときの意見を参考にしたいと思います。どういう御意見

でしたか，県に対して。お願いします。

（会長）

厳しいですね。それでね，ご自分に引き付けられて，それで人間，誰しもテレビのコメンテーター

じゃありませんから，ご自分の○○さんでなければできないご経歴，私もある程度存じ上げています

けれども，そういうものに引き付けて，じゃあいったい今日のこの会議の中で，こういう視点はどう

なのかというふうなご発言をいただければ非常にありがたいんですけどね。

（○○委員）

私は元々ここにもある「はぐくみ徳島」の活動であったりとか，男女共同参画フレアとくしまさん

の方で，「親子で達人教室」とかいうことでお父さんとお子さん，父子を対象に工作，紙飛行機とか

そういうのを普段，指導みたいな活動をしていまして，そこから男女共同という分野に足を踏み入れ

て行ったのですけれども。

どちらかというと，私は児童学科の卒業ということもありまして子どもと親子の関係，そこで特に

男性，父親と子どもの関係というところに視点を置いており，それでいくのであれば「民間企業にお

ける男性の育児休業取得率」というところが該当するのかなとは思うんですけれども。

主要課題の２の８番ですけど，これは例えば民間企業における育児休業取得率というのは，世間で

言われる部分であればやはり職場での環境が居づらくなるとか，なかなか上司にそういうのを打ち明

けられないというのがあると思うんですけど，これに対して県としては企業の経営者，社長とかに対

して何か説明会であったりとか，そういう推進をするような後押しというのは何か活動されているん

でしょうか。

（事務局）

労働雇用戦略課です。お世話になります。当課におきましては女性活躍，主に子育てと仕事の両立

の支援を図るために，はぐくみ支援企業の認証制度というのを導入しておりまして，女性・男性を含

む子育てと仕事の両立支援に積極的に取り組まれている企業を，はぐくみ支援企業として認証をさせ
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ていただいております。また，特に取り組みに優れました企業につきましては毎年度，表彰させてい

ただいているところでございます。

そういった私どもの取り組み，それから国での「くるみん」等の認定も相まって，子育てと仕事の

両立に関する機運の醸成，環境づくりに取り組んでいるところでございます。

そういった中で経営者の皆さまにも，私どものはぐくみ支援企業認証に積極的に取り組んでいただ

くほか，男性の育児休業等の取得につきましても積極的にご理解いただけるように，県としては取り

組みを行っているところでございます。以上でございます。

（会長）

ありがとうございました。だいたいよろしいですか。はいどうぞ。

（副会長）

私がこの事業の中で，資料３の主要課題６の中の23番目のところなんですけれども，大半の目標と

いうのは非常に計画の時から上回った状況にあるのですけれども，この「ホームフレンドを派遣した

世帯数」が策定時が18世帯で，現状値が６世帯ということで，あまり進んでいないような印象を受け

るのですけれども，これに対しては何か問題といいますか，進まない背景というのが何かお分かりで

したら教えていただきたいと思います。

そして，これが目標値の20世帯に近づくために，どのような取り組みを地域でとか，あるいはまた

それぞれの関係の団体がすれば良いのかを考えていくのに，状況を教えていただければなと思います。

（会長）

担当課，分かりますか。はい，お願いします。

（事務局）

次世代育成・青少年課，子ども未来応援室です。よろしくお願いいたします。今，仰っていただき

ましたホームフレンド派遣事業につきましては，目標に対して低いという状況に確かにあります。

この原因として最も大きいものとしては，派遣については大学院の学生さんにお願いをしておりま

して，その派遣元というか，派遣要請があった家庭に派遣をするいうふうなところです。それで単に

派遣と申しましても，むやみやたらにというふうなところではやっておりませず，大学院の教授さん

の方でマッチングということで，最も効率が上がるようなところで今作業を進めております。

ですので，単純に数を追い求めていくということでしたら，これ以上ということも望めるかなと思

うのですが，そういった形で今進めさせていただいておりますので，こういったところに落ち着いて

いると。
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ただ，確かに目標達成ということは非常に重要と考えておりますので，今現在，鳴門教育大学とち

ょっと話をしながらさせていただいておりますので，そこを他の高等教育機関に広げるでありますと

か，あともっともっと周知を図って，それぞれ派遣要請家庭と学生さんを共に増やしていって，その

可能性を増やせるようにということで今考えております。以上です。

（会長）

今ですね，学生さんの派遣というふうな言葉も出まして，先ほど○○委員からなかなか公募委員と

いうのは難しいという話も出たのですが，公募委員の○○委員さん，もし何かありましたらお願いし

ます。

（○○委員）

○○といいます。よろしくお願いします。資料の中で地方創生だったりとか，あと資料の１や２に

もあるように次世代に向けて女性のキャリアアップであったりとか，企業の取り組みというのを凄く

書いていただいているのですけれども，身近に考える機会をもう少し増やしていければ良いのかなと

思って。

先ほどお話にもあったのですが，講座を多く開いていただいたりとかいうのに加えて，学生向けに

もう少し分かりやすい内容で伝えていただけると，学生としては凄く嬉しいかなと思いました。

授業の一環として，外部の方を招いてビジネスマナーであったりとか，そういう授業があるんです

けれども，そういうのをもう少し他の大学であったりとか，他の高校であったりとかで実践していた

だけると良いのかなと思いました。まとまっていないのですが，以上です。

（会長）

はい。ちょっと視点を変えまして，今度はいわゆる職場における女性，「働き方改革」とかいうこ

とが色々言われておりまして，県でも非常に力を入れて取り組んでおられるところなのですが，○○

委員さん，お願いします。

（○○委員）

私からは，２点ほど発言したいと思います。１点目は，成果目標一覧の主要課題２の７番「イクボ

ス研修の開催回数」ですが，単年度の数値なので今回目標の見直しを行わないというご説明でしたが，

男女とも仕事と育児の両立がしやすい職場環境を作るためには，企業の経営者ですとか上司の理解が

是非必要ですので，積極的に開催をしていただきたいと思います。

もう１点は，女性のキャリアアップに関する支援ということで，ウーマンビジネススクールを実施

されていまして，これはまだまだ民間企業では女性の管理職が少ないということで，県内企業で働く
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管理職を目指す女性が一緒に学ぶという点で，とても効果的な事業だと思います。

ウーマンビジネススクールが終わったあとも，受講者が何らかのネットワークでつながりを持って，

管理職を目指していけるような取り組みをお願いしたいと思います。以上です。

（会長）

ありがとうございました。では，時間の関係でもうお一方ご発言をいただいてから，県の方からお

答えをいただきたいと思います。○○委員さん，お願いします。

（○○委員）

今年度より委員をさせていただいています，○○といいます。私は日頃，労働分野で女性の地位向

上ということで動きをさせていただいています。働いている労働者の人たちが集まって，年に何回か

就労状況とか社会的な女性の地位向上とかを改善するのに，どうしたら良いかというところで一緒に

参加をして，そういうのを社会にアピールしているところです。

特に，この資料３の主要課題２の８・９番あたりで特に感じるところなんですけど，やはり男性の

育児休業が少ないというのは，女性と男性でどちらが収入が多いのか低いのかというところを見比べ

て，やはり育児休業に入ると収入が断たれますので，だったら収入が日頃少ない方が入るべきだとい

うふうに感じられて，女性の方が給料が少ない人が多い。

特に正規職員・非正規の違いで，女性は正規職員が少なくて非正規に女性が多いというのが私たち

労働組合分野ではそういう実情の数字が目につきます。そういう意味ではもっと社会的なというか企

業にも努力いただいて，女性の正規職員を増やす努力，取り組みをしていただけないかというふうに

思います。

私の職場においても，やはり以前は女性職員が正規職員で20人とかいたんですけど，結婚・出産と

か色んなことがあって，今では女性が管理職は一人しかいませんけど，全労働者の正規職員は５～６

人ということで極端に少なくなっております。ですから，そういう意味で収入をまず変える努力を社

会的に，そういう取り組みをする必要があるのではないかというふうに思います。

それだけでは取組不足だろうと思って，やはり社会的な風土といいますか，男性・女性のそれぞれ

の考え方で「家事・育児・介護」，これに関わるのは男性・女性，私は個人的には半々の時間で，全

部が男性も女性も半々の関わりをするべきだろうというふうに思うんです。

ところが収入の多い少ないとかいうのにも反映して，やはり家事や育児は男性が少ないという意識

的な問題もありますので，もっと社会的なアピールで，家事は少なくとも男性はもっとできるんじゃ

ないかと，収入とか就労自体，男性は残業が多いとか家に帰るのが遅いという，労働者はそういう方

が多いですので。

それでも家事は夜遅く帰っても男性はできるんじゃないかというのは，社会的な風土を盛り上げる
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意味でも，キャンペーンとして行う必要があるのではないか，それを県としても率先して大々的にし

てもいいんじゃないかなという気はしますので，そういうところで何かできないのかと。

そういうのも含めて段々と変えていって，男性の家事・育児・介護の参加率を変えていって，将来

的には育児休業も収入もだんだんと変わって，すぐには変わらないでしょうから年々変えて半々に，

この５％というのではなくて将来的には50％を目指すべきではないかなというふうに思いますので，

そういうところを私も努力していきたいし，県も何か施策をしてもらえたらというふうに感じており

ます。

（会長）

ありがとうございました。今お二人から，特に就労という場でのご発言が続きましたので，県側で

その辺りレスポンスできる方がおられましたらお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。

（事務局）

失礼します。労働雇用戦略課でございます。先ほど委員さまの方からご意見がございました正規・

非正規の問題につきまして，女性の方の正規雇用ということでございますけれども，当課ではもちろ

ん女性を対象に含めた正規雇用を増やすための各種取り組みを行っております。

国の調査によりますと徳島県は，比較的非正規の割合は，全体的には低い方にありますが，先ほど

の女性活躍，子育て・仕事の両立に対する取り組みや，正規・非正規につきましては，就職のマッチ

ングフェア等の取り組み等により，正規の方の割合を高めていくという取り組みを行って参ります。

また，先ほどご意見をいただいたところでございますけれども，女性が仕事に出る場合に子供を一

時的に預かる必要がある，そういった場合におかれまして，特にファミリー・サポート・センターの

全県展開を行うことができております。

それに加えまして，ニーズの高い病児・病後児の預かりサービス，昨年板野の方で開始をさせてい

ただいたところでございますが，今年度もより一層の県内での拡大を目指して現在，各関係機関と協

議をさせていただいているところでございます。以上でございます。

（事務局）

産業人材育成センターでございます。ウーマンビジネススクールについて，ご意見をいただきまし

た。ありがとうございます。産業人材育成センターでは，平成27年度から女性の管理職としての必要

な能力を身につけていただくために，例年９月の下旬から半年間にかけまして県のビジネススクール

独自の講座８回と，それから四国大学の大学院と連携いたしまして，労務管理特論や経営管理特論の

中から選択科目を１科目選んでいただきまして，受講をしていただいております。

平成27年度におきましては27名の方に，また平成28年度につきましては12名の方に受講をしていた
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だきました。いずれの年度も受けていただいた方には，自分の業種だけでなく，他の業種の方とも連

携が取れてよかったというようなご意見もいただきました。今年度につきましても，今現在計画中で

ございますけれども引き続き実施していきたいと思っております。以上でございます。

（事務局）

男女参画・人権課でございます。先ほどイクボス研修の話をいただいております。これに関係もし

てくるのですけれども，いわゆる経営者の方の意識改革という視点で，こちらの課でもフレアとくし

まの方でそういう関係のセミナー，講座を設けております。

平成28年度におきましては，先ほども事務局から紹介しましたけれども「輝く女性応援フェスティ

バル」の中で，経営者の意識改革とか企業における女性活躍推進に向けて，どういうふうに取り組ん

でいけば良いのかというようなそういう形の講座を展開させていただいております。

具体的には，県内企業の方から先進的な女性活躍の取組み事例の紹介をさせていただいたり，会社

の経営者・管理職の方を対象に，女性社員が生き生きと働くための取組みにはどのようなものがある

のか，どうしていけば良いのかというような講座を開かせていただきました。

こういう形で機運醸成・意識改革という部分で，フレアとくしまの方で講座を展開させていただい

ていますし，これからもそういう視点というのは非常に大事だと思ってますので，しっかりその辺り

も含めて，これからも講座を検討していきたいと考えております。以上でございます。

（会長）

ありがとうございました。では，少しまたここで視点を変えまして，○○委員さんにご発言をいた

だきたいと思います。それで，今までのお話をお聞きになって何か感じられたことでもいいし，ある

いは私個人的には県の審議会で女性の弁護士さんというのは○○先生ぐらいですよね。弁護士さんの

世界ではものすごく男性の数が圧倒的に多いのかななんて思っていたのですが。

（○○委員）

まず弁護士の中の構成からすると，元々は女性の会員はかなり少なかったのですけれども，ここ10

年ぐらいで女性会員はかなり増えていて，今は徳島弁護士会でだいたい90名から100名ぐらいの会員

がいるんですけれども，まだ少ないですけれども10名弱にはなっています。

それで今年は弁護士会の副会長も初めて女性がされていますし，女性の方を積極的に県の方から，

はっきりは分からないんですけど，県の方から女性の審議会の委員ということで色んな先生方がたぶ

ん構成員になっていると思います。それで女性弁護士という視点から，たぶん意見を言わせていただ

いていることはあるのではないかなとは思っています。

あともう１点，全然別件なんですけれども今労働の話があって，これは資料１を見ていたら雇用環
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境等の整備促進ということで，「働き輝く徳島づくり応援事業」という事業をされていて，概要とし

ては「働く女性応援ネットワーク会議」，「テレワーク活用ネットワーク会議」によって課題解決に

向けた支援を実施するという概要になっています。

実施状況について見ると，会議の開催の回数とか講演会の開催の回数は記載はされているんですけ

れども，この会議がどういう形で課題解決支援に向けた支援をされているのかというのがちょっとよ

く分からない。最終的にはこの会議が雇用環境等の整備促進に，どういう形で寄与されているのか，

ちょっとよく分からない。

まず会議の構成員とかもちょっとよく分からないので，そこからご説明いただいて具体的に課題解

決に向けた支援というのが，どういうふうなことをされているのかということをご説明いただきたい

かなと思います。

（会長）

いかがですか，担当課。

（事務局）

労働雇用戦略課でございます。先ほどの委員からのご質問に対してお答えさせていただきます。ま

ず「働く女性応援ネットワーク会議」でございますけれども，こちらについては名前にありますとお

り，働く女性を応援するということでワークライフバランスの推進や，働き方に関する様々なテーマ

を掲げながら，働く女性を応援するには具体的にはどうすれば良いかということで会議をしておりま

す。

会議のメンバーについては，会長に四国大学の○○教授，副会長に株式会社○○の○○社長様をは

じめ，各県内企業の経営者の方や，県内の労働者の福祉関係の支援をしております徳島県勤労者福祉

協議会の常務様等をメンバーとし，その方々からご意見やご提言をいただいております。

この２回の会議を通じてご意見等をいただいた上で，県の施策に反映しているところでございます。

会議の概要や，いただきましたご提言を県の施策にどのように反映したかを県のホームページに掲載

しておりますので，ご覧いただければと思います。

また，「テレワーク活用ネットワーク会議」につきましても，同様に本県のテレワークの推進の施

策を実施する上で専門家の方からの知見をいただきまして，それを施策に反映して適切な事業を行う

取り組みを行っております。

テレワーク活用ネットワークにつきましては，実際にテレワークの事業推進にご協力をいただいて

おります県内団体の方，またテレワーク等でホームページ等の構築等で実際に企業で活躍されている

方，あるいは社会保険労務士の方などからテレワーク導入につきましての色んな知見を頂戴しており

ます。
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このテレワーク活用ネットワークの中でいただきました議論，例えば企業への導入についての推進

の在り方とか，そういったご意見をいただきまして，今年度においては企業へのテレワークの導入に

ついての積極的な推進，あるいはテレワーカーの中でも，より高度な知識・技術を持ったテレワーカ

ーの養成等の施策を展開しているところでございます。以上でございます。

（○○委員）

ただ，結局一番重要なのは，会議で労使の専門家の方に意見をいただいて，どうフィードバックし

ていくかというところが一番大事で，もちろん県の施策に反映させるというのは大事なんだと思うん

ですけれども，働いている方，その雇用主両方にどういう形で分かりやすく働きかけていくか，フィ

ードバックしていくかというところを重視された方が良いのではないかなと思いますけれども。

（会長）

今，○○委員さんから女性の弁護士の方が10名近くおられるということで，これは非常に有力な情

報だと思うんですね。みんなつながっているので，よろしくお願いします。

それで一番最後になったのですが，○○委員さん，お願いします。

（○○委員）

徳島新聞に育休を県職員で初めて長く取り，色んな方に協力していただいて感謝しているというと

ても良いコラムが載っていました。

ただ，その後『読者の手紙』に，「私は県庁職員の妻ですが，この間“イクメンパパ”ということ

で紹介されていた方はごく一部というか，限られた存在ではないですか。私も働いていますが“ワン

オペ育児”です。県の取り組みは形だけではないんですか」というような投書が掲載されました。

県の目標に主要課題２の９番に男性県職員の育児参加のための休暇取得率は目標100％になってい

ます。休暇というのが何日かは分からないのですが，投書をどう受け止めるかというのは１人の意見

ですので分かりませんが，そのあたり県としては目標が達成できる実現の可能性とか，形だけとか一

部に終わっているのではないかという声についてどう思うのかというのをお聞かせ願えればと思いま

す。

それと，私が一番感じたのは○○委員さんが非常に多岐にわたっていて何を言えば良いのか分から

ないということを仰っていたのですけれども，本当にその通りだなといつも感じています。あらゆる

部局に課題がわたっていて，いったい何をこの会議は意見交換するところなんだろうと思うこともし

ばしばです。

でも，この男女共同参画の目指すべき将来像というところに，「性別により差別されることなく男

女の個性と能力を発揮できる社会を目指します」ということが書かれていて，それに向かって色んな
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課題を抽出して，できていないところは進めていくという，そういう会議ではないかなと思って出席

させていただいています。

その中で課題の中の８の29番ですか，だからこういう男女共同参画の問題って凄く人々の意識の中

に入り込んでいる事柄だと思うんです。それで男女の地位が平等だと思う人の割合というのが非常に

低くて，とても気になっています。これは確かｅモニターというものの調査だと思うんですけれども，

学校現場は平等だと思う人というのはかなり高くて，あと企業とか地域社会とか政治の分野というの

は極端に不平等だと感じている人が多いというふうな記憶があります。

だから，ここを４割まで引き上げるという目標ですけれども，ここの意識を変えていくというのは

並大抵のことではないと思うのですが，この辺の取り組みについてはどういうふうに考えておられる

のかというのを聞かせていただければと思います。

（会長）

では，お願いします。

（事務局）

男女参画・人権課でございます。平等意識について比率が20％台というような形で推移してきてお

ります。目標は40％というのを掲げておりますけれども，これの中身は，６つの項目を合わせ，評価

しているというような形になっています。

先ほど委員さんの方からもお話がありましたとおり，学校教育の場につきましては平等意識の比率

は高い状況になっております。28年度につきましては64.8％が「平等である」というような形になっ

ております。片や家庭生活におきましては25％台になっておりますし，職場については16％，政治の

場13.2％など，そういうような形で６つの状況を加味しまして，今回出した数字というのが29.7％と

いう形になっております。

19年度からこの数字を把握してきているのですけれども，やはり20％台で推移をしておりまして，

28年度は一番高くはなっているのですけれども，やはりまだ平等意識というのが浸透しきれていない

のではないかというふうに認識しております。これはｅモニターで11月の調査によってこの数字を把

握しているのですけれども，ここの意識を変えるというのは確かに並大抵ではないと認識しておりま

す。

でも，やはりこの意識を上げていくというのは必要でございますので，ここはしっかり啓発をやっ

ていくということで，フレアの方でも平成28年度につきましては221件の講座を展開しておりますけ

れども，このような講座の中でこの辺りの数字，平等のところの意識改革というのもしっかり皆さん

にお伝えできるように，その辺りもしっかりとＰＲなりしていければと思っております。努力して，

しっかり上げていけるように取り組んで参りたいと考えております。以上でございます。
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（事務局）

経営戦略部でございます。先ほど主要課題２－９「男性県職員の育児参加のための休暇取得率」に

ついてお話があったかと思います。徳島県では今年度もですが，幹部職員による「イクボス宣言」を

行いまして，管理職員の意識改革とともに超勤の縮減のためのマネジメント力の向上を図っておりま

す。

特に今年度は，超過勤務縮減を図りワーク・ライフ・バランスを更に進めるための各部局長による

働き方改革宣言なども実施し取り組んでいるところですが，また育児については今年度初めての取り

組みなんですが出産や育児をしている職員，これは配偶者が出産する場合の男性職員も同様ですが，

所属を挙げて子育てを支援することを記載しました「ワーク・ライフ・バランス支援書」の交付とい

うものを今年度取り組むこととしております。

また，子育て家庭の方が在宅での勤務を可能とするようなテレワークの更なる推進，新しい働き方

についても取り組みを進めているところです。

先ほど，徳新の投書で一部の職員のイクメンのコラムが好評だった後に，職員の奥様の方から，「残

業が多い」とか，「ワンオペで育児をしている」というような投書のことにつきましても，私どもも

読ませていただいたところなのですが，一部の職員だけのイクメンというような取り組みではなくて，

掛け声だけとならないように，今後もしっかりと取り組んで参りたいと思いますので，よろしくお願

いいたします。

（会長）

他はよろしいですか。それでは少し私の方から，イクメンパパの存在というのは，確かにごく一部

の人たちなんですよね。それで，なぜ私これをよく知っているかというと，私の長男がこれに入って

いてね，あちこちに行っているんです。県庁職員とか市役所の職員というか，そういう人たちが今は

やっているのですが，でもそういう取り組みが広がっていくということが凄く大事だろうというふう

に思うんですよね。

というのは，男性県職員の育児参加のための休暇取得率，策定時が46.3％，この数字自体，私は見

てびっくりしました。というのは○○委員の前任者の方からご質問がありまして，「県庁職員の人で

育児休業を取っている人，何人いますか，手を挙げてください」という発言があったんですよ。それ

で私「ちょっと待ってください，それはまた後で調べてご報告しますので」というふうにお答えしま

した。ほんの数％だったんです。

でも，知事がやはり国の政策を受けて，そして「やろう！」ということになると，公務員の世界は

そのことがトップが変われば変わる可能性が強い訳ですよね。それから今日，皆さんご覧になってく

ださい。審議会にもよりますが，これだけ女性の方が県庁職員でお越しになっている会というのはな
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いと思います。もちろん審議会にもよるんだけど，前はほとんど男性ばかりでした。

だから，やはり行政から変わる，そしてその行政が変わって，やがていわゆる民間企業にそれを広

げていくというふうな意味では，非常に私はこの男女共同参画会議の持っている意義というのは非常

に大きいのではないかと，自分なりに考えております。それで今日はもうちょっと時間をオーバーし

てしまったのですが，はい，どうぞ。

（○○委員）

理事会で意見を背負っていますので責任があります。過日にある団体が講演会の開催にあたり，資

料として徳島県の女性議員の数を教えていただくよう男女参画・人権課に依頼しましたところ，なか

なかご返答がなく，やむなくある県議さんを介して頼んだところ，ようやくデータがＡ４一枚でファ

ックスが届いたということがございます。

開示されているデータなので特段問題はなかったと思われますので，今後とも県民からの意見にス

ピーディーに答えていただきますようよろしくお願いいたします。これは理事会の意見でございます

ので，お伝えください。ご返答はいいです。

（会長）

ご返答は結構ですということでございますので。只今，各委員さんから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（２）その他で，事務局の方から何かありませんか。

（事務局）

特にございません。

（会長）

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。


