
- 1 -

平成２９年度「第２回徳島県男女共同参画会議」 議事概要

１ 日 時 平成30年３月16日（金）午後１時30分から

２ 場 所 大会議室（県庁10階）

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

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

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

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 徳島県助産師会副会長

松山 香苗 徳島青年会議所委員

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

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
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＜資料＞

資料 １ 平成２９年度男女共同参画施策推進状況

資料 ２ 平成３０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

資料 ４ 女性活躍推進プロジェクト～女性も男性もともに輝く「一歩先の未来」へ！～

資料 ５ 「関西女性活躍推進フォーラム」について

＜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）より説明

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

ついてのみなさまからのご質問やご意見、ご提言でも結構です。どなたからでも結構ですので、何か

ございませんでしょうか。

それでは、○○委員、お願いいたします。

（○○委員）

今日所用で途中で退室させていただきますので、先に意見を述べさせていただきます。

一つは要望なのですけど、この資料３の指標のところの、６番目のはぐくみ支援企業認証事業所数

について、目標が、30年度は260事業所ということで、順調に進んでいると思うのですけれども、県

内の多くを占める中小企業の子育て支援や、女性が活躍できる職場を推進する、という趣旨で認証を

されていると思いますので、より県内の認証企業が増えるように、認証を受けるメリットですとか、

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定しているところが対象となる、というご説明なの

ですけれども、女性活躍推進法も先ほど県民環境部長さんのご挨拶にもありましたように、平成28年

４月から施行されておりまして、民間事業主に女性の活躍推進に向けての行動計画を策定することが

求められておりますので、女性活躍推進法に基づく行動計画を策定した所も対象にするといったこと

も検討いただき，着実に認証企業が増えるように取り組んでいただけたらと思います。

それともう一つは質問なのですけれど、この同じ資料３のところの、主要課題２の10番の、保育所

等の待機児童数というところで、30年度の目標が０となっているのですけれども、現時点では94人と

いうことで、具体的にはあと１年で０になるのかな、というところもありますので、そのあたりどう
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いう取り組みを行っているのかというのを教えていただければと思います。

（会長）

はい、ありがとうございました。ただ今の○○委員さんからのご質問に対して、じゃ、お願いしま

す。

まずは、はぐくみ支援企業認証事業所数についてはいかがでしょうか。

（事務局）

労働雇用戦略課でございます。ご意見ありがとうございました。

はぐくみ支援企業と申しますのでは、仕事と子育ての両立に取り組んでおられます企業の方を私ど

もの方で認証させていただきまして、はぐくみ支援企業といたしまして、今後仕事と子育ての両立に

一層取り組んでいただくことを、あとは気運の醸成を目的に認証をさせていただくとともに、毎年度

特に優れた取り組みをされている企業につきまして表彰をさせていただいております。

目標につきましては、年間15事業所ずつ上積みができますよう、計画目標を持って取り組んでおる

ところでございます。先ほど、委員の方からご指摘がありましたように、本事業につきましては、次

世代法に基づく一般事業主の行動計画を前提としておりまして、私ども、一般事業主計画を立てて取

り組んでおられること自体がそのまま、仕事と子育ての両立につながるものでございますので、計画

を策定していない事業所につきましては、その計画策定支援も含めまして取り組んでおります。

今後はぐくみ支援企業の認証数が着実に増えていくよう、当課といたしましても企業の方へ周知啓

発を図っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（会長）

続きまして、今のはぐくみ支援企業に関しては、他ございませんか。

じゃその次、保育所等の待機児童数について、お願いいたします。

（事務局）

次世代育成・青少年課保育支援担当でございます。保育所等入所の待機児童の問題につきましては、

政府ともども解決すべき大きい課題であると認識しておりまして、徳島県におきましても、平成29年

度末、今年度末を目指して待機児童の解消に取り組んで参りまして、保育提供の主体となります市町

村との連携のもと、保育所の整備、あるいは最近増えてきております認定こども園の整備という形で

受け皿の確保を進めてきたところでございます。

県といたしましては、そういう受け皿整備、施設整備の補助をさせていただくことと、保育人材の

確保、保育士不足ということが多く言われておりますけれども、保育士確保ということで保育士・保



- 4 -

育所支援センターというものを県の社会福祉協議会の中に設置をいただきまして、確保のための就職

相談、マッチング等の業務をしていただいているところでございます。

あと国が待機児童の受け皿として近年推進しております、事業所内の保育施設の内、認可並みの基

準を設けまして、企業主導型の保育事業という形で運営をしていただく場合に、国が直接運営費の補

助をするという制度がございまして、そちらの方で県内でも多くの受け皿を確保していただいている

ところですので、そうした、現にある受け皿を最大限活用することによりまして、市町村と連携して

待機児童が、すぐに０になる目途です、ということは難しいかと思いますけれども、できるだけ早期

に待機児童がより少なくなるような形で今後とも取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

（会長）

○○委員さん、今のお答えでよろしいでしょうか。はい。

それでは続きまして、○○委員さん、ちょっと早めに出られるということですので、ちょっとご発

言がございましたらお願いいたします。

(○○委員)

どうも、今日はすいません、途中で退席をさせていただきます。仕事がどうしても都合がつかなく

て申し訳ございません。

私は労働組合の方から、ということで来させていただいています。このそれぞれの支援事業に対し

て、非常に多岐にわたり、大変たくさん支援事業をされておるので、私どもの方からこれについてど

うのこうのっていうのは、歓迎はしますけれども特にはございませんが、ただ今後の方向性として、

私自身がいま気になっているのは、労働者、とりわけ女性の労働者をとりまく環境でございまして、

最近労働者不足、労働人口の減少ということが全国的に言われています。

業種によっては女性特有の業種で、女性が多い職種の所で人手不足が蔓延したり、あるいは、女性

に限らず各企業の労働者不足が心配という声が聞かれています。実は私の職場でも大変人出不足で今

現在困っております。

そうした時に将来やはり女性が自立していくためには、それを改善するためには、就労支援が必要

かと思います。人出不足を解決するための手段として、特に女性労働者の活用促進を図ることができ

ないでしょうか、というふうに個人的にはまずそういうふうに思っていまして、例えば、一般的には

パート労働者は女性が多く、現在は働いておられますけれども、それを正規登用するために、県の方

の補助として企業の方に援助、何らかの援助ができないでしょうかという。たとえば税金面なり社会

保障面なり、企業の採用活動を促進できる手助けが、県の方での支援で出来ないでしょうか、という

ふうに思います。
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そうしたことが今後の労働者不足の解消、とりわけ女性の働き手の改善、働き口の改善に繋がるか

と思いますのでどうでしょうかと思います。以上です。

(会長)

ただ今の○○委員さんからのご提言に対しまして、何かコメントすることがあればいかがですか。

（事務局）

ご提言ありがとうございます。私ども労働雇用戦略課の方では、女性が子育て、例えば先ほど申し

上げました、はぐくみ支援事業も仕事と子育ての両立のための一つの制度でございますけれども、当

課としてはその他に、女性が子育てをするのに非常に有用な手段となります、ファミリー・サポート

・センターの整備、もしくは、昨年度一番県下で最大の会員数を誇ります徳島ファミリー・サポート

・センターでの病児・病後児預かり。

また、テレワークによります、時間と場所に有効に活用でき、柔軟な働き方が出来るテレワークセ

ンター徳島を設置いたしまして、県下におきます、企業におけるテレワークの導入、もしくは自営型

テレワークによります人材の育成等に取り組んでいるところでございます。

委員がご提案頂きました、企業に対して直接助成をする制度というのは、現況、県の制度としては

ないかと存じますが、当課としては今申し上げました環境整備を図ることによりまして、女性が仕事、

子育てが両立してできるように環境づくりに取り組んでいきたいと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

（会長）

○○委員さん、いまの担当課からの回答でかまいませんか。はい。

じゃあ、話の流れが働く女性というふうな方向に行っておりますので、その関連で○○委員さんご

発言をお願いいたします。

（○○委員）

先ほども県の方からのご回答で、企業主導型保育園っていうのがどんどんできているっていうのを

お聞きしたのですが、そこは無認可でされているとは思うのですけれども、県内で何カ所くらいがで

きているのかっていうのをお聞きしたいのと、あともう一つは、保育の資格を持っているのに、保育

士にならない人がたくさんいるっていう現状があると思います。だからそういう人を引き出すってい

うのですか、現場に働いてもらうっていう何か有効な施策があるのかどうか、これから考えているの

かどうかっていうこともお聞きしたいと思います。

それは保育の関係なのですけれども、あとちょっとまた全然ちょっと違うのですが、様々な困難を
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抱えている人々が安心して暮らせる環境の整備というところなんですけれども、今、世界とか全国で

流れでは性的マイノリティ、セクシャルマイノリティの人々が結構働きづらいとか、している現状が

あります。

私達もジェンダーの集会とか分科会したら、本当に何と言うのですか、地方ではそれをカミングア

ウトできない人がたくさんいてて、やっぱり13人に１人が性的マイノリティの人がおるので、やっぱ

りそういうＬＧＢＴっていう４つの種類では分けられないそうなのですけれども、私もちょっと勉強

したらなんかやっぱりジェンダーとかセクシャリティにはすごいグラデーションがあるっていうのを

勉強したのですけれども、やっぱり今全国で８つの市町村というのかな、都道府県も入れてですけれ

ども、８つの８カ所でＬＧＢＴの条例も出来ているので、徳島もそういうふうに取り組んでもらえれ

たらなと思います。

また徳島県においては、名前は言えないのですが、ある方のことがあって、停滞している状況なの

で、やっぱりそういうのもちょっと前向きに考えていただければと思います。以上です。

（会長）

はい、ただ今の○○委員さんからのご質問並びにご提言に対して県側の方からお願いいたします。

（事務局）

はい、次世代育成・青少年課でございます。ただ今県内で企業主導型の保育事業所がたくさんでき

ているというところで、現在県内では７施設で259名分の定員の施設が開所し、お子さんの預かりを

行っております。

今後、今年の４月１日にも開所をするところが何カ所か決まっておりまして、この４月には全部で、

ちょっと今すぐの数字はないのですけれども、500を超えた枠ができるという見込みでございます。

あと今後４月の開所ではないのですけれども、開所が決定している施設もありますので、県内でも認

可外の保育施設とはなりますけれども、国の方が基準を設けて、認可並みの運営をされておりまして、

保育の受け皿という位置づけの施設が増えていっている状況でございます。

あと、潜在保育士といいますか、保育士の資格をお持ちで、保育所でのお勤めを選ばない方が、た

くさんいるのではないかというお話しなのですけれども、県内、大学でありますとか、専門学校で保

育士を養成している機関はたくさんございまして、毎年数百人という形で卒業生が資格を取って出て

いらっしゃいます。

やはり保育士を養成する学校を卒業した方は、保育所でないにしても児童福祉の関係であるとかで

お勤めをいただく人というのは一定の数でいらっしゃるのですけれども、実は定着っていうのが大変

難しい状況でございまして、一旦保育所等にはお勤めいただくのですけれども、１年、２年のうちに

離職をされてしまう方が割合としてたくさんいらっしゃるので、そちらのところをできるだけ定着を
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していただくということで、来年度の新規事業といたしまして、そういう若い保育士さんがいらっし

ゃるところにベテランの保育士、所長とかを経験された方に巡回をしていただいて、日々の保育実践

の悩みであるとか、保護者対応の悩み等をお伺いして助言とかができるような形で巡回指導をやって

いくことによりまして、保育士の定着につなげていきたいと思っております。以上でございます。

（会長）

はい、あと、はい、お願いします。

（事務局）

男女参画・人権課でございます。ＬＧＢＴの件でご提言いただきました、ありがとうございます。

この性的マイノリティの方に対します理解を深める啓発をしていかなければならないということで、

県の方でも、人権啓発の一環として進めてきております。

この取り組みなのですけれども、今、ここ男女の計画を審議いただいておるのですが、徳島県の方

で「人権教育啓発に関する基本計画」というのを別に設けていまして、その計画の中でも主要課題の

一つとしてこのＬＧＢＴの方への理解を深めていただくための啓発を位置付けているところです。

男女共同参画基本計画の方でも、少数者の方への理解を深める啓発をしていこうということでやっ

ておりまして、具体的にはフレアの方でフレアキャンパス講座というのを従来より設置して、去年も

221本の講座を展開して、２万人近くの皆様に受けていただいております。その講座の中のひとつの

テーマとして、このＬＧＢＴの方への理解を深める、そういうふうな意識を啓発していく講座もやっ

てきております。重要な啓発ということで位置づけをさせていただいておりまして、29年度もこうい

うような形で、進めてきているところです。

また、「人権教育啓発の推進センターがあいぽーとにございますけれども、こちらの方の事業の一

つに人権問題の講師団講師の派遣事業という形での取り組みもやっておりまして、その中のテーマと

して、このＬＧＢＴの専門の講師の先生方もこちらの派遣事業の中に入っておりまして、企業さんか

らのご要望とかありましたら、派遣させていただいて、研修会という形での普及啓発も進めてきてお

ります。

非常に重要なテーマになっておりますので、引き続きしっかり講座とかの中に取り入れていきたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（会長）

はい、ありがとうございました。続きまして、○○委員さんどうぞ。

（○○委員）
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いま、講座を開いていただいているのはいいと思うのですけれども、市町村の市町村自身の町長、

市町、それから議員さん、例えば私は美馬市なのですけれども、それを去年から何回も何回も言って

ね、美馬市はそのトップにいこうよと。だけど議員に出したら、そんなのアウトにされるわとか、知

らんわとか。だから、私は一般の人は上がりつつあると思うのですよ。でも行政が上がりつつないの

ではないかと。だから行政の市とか県が、議員さんの教育というようなものが必要ではないかと思っ

ているのですけれども、それはどうですか。

（会長）

どうですかね。議員さんに対する啓発、みたいなものは。なかなか行政としてはやりにくい。

（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。

先ほどご意見いただきました、市町村への何か取り組みは出来ないかということでございますけれ

ども、市町村の方につきましては会議をいくつか持っていまして、担当課長会議ということで男女共

同参画の推進に向け市町村の課長さんに集まっていただく会議の場を毎年設けております。

例えばこの取組みを推進していく一つの指針となります基本計画を市町村の方でも作って下さいっ

ていうお願いを繰り返ししてきておりますし、女性活躍の関係で、いろんなテーマを定めてですね、

そのテーマのご専門の大学の先生方とかに入っていただいて、施策の紹介などそのような形で市町村

とも連携をとりまして、取り組みを進めてきております。

また市町村の事業の関係でありましたら、地域活動リーダーの養成事業というのがございまして、

市町村の方から提案をいただいて、地域の中で男女共同参画の推進をしていただく、そのリーダーに

なっていただく方を養成していこうというような取組みも進めております。そのような取組みを市町

村から提案いただいて、県からそれに見合った講師の方を派遣させていただくというような取組みも

進めております。

以上でございます。

（○○委員）

それは民間に対するもので、私が言っているのは市自体の取り組みなのよ。市長がそういうような

ことを知らんのよ。それと、議員さんがそのようなことを知らないのよ。だから議員教育と、それと

トップの教育、これが必要だとつくづく思っています。

それと、私が男女共同参画の基本方針を立てようとか、こんな本にするのですよと言っても、あな

た予算いくらあるの？って市の担当者に聞くと、５万円。講演会ひとつも開けない。だからこれ大切

なことなのかと。大切なことではないのよ５万円しかないんですから。これは10何年前から言ってい
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るのですよ、美馬市で。だけどその民間へ何人集めて、講演会しましょうとか、そういうことじゃな

くって、市町村の職員さんとかそういうレベルではなくて、本当は長と議員さんの教育をやってもら

いたい、というのが私の今の主旨です。

それともう一つね、こういうことがあったのです。各団体、会議所、私が会議所に行っていたとき

にね、議員が10年間で、私たった一人で10年だったのですよ、それで10人にしようということで20年

くらい前に取り組んでね、会議所は随分取り組んでいただいていると思います。議員さんも増えてき

たし、だからそういうことは良いのですけれど、昨日ＬＰガス保安協会の会に出席した女性が、会の

中に女性が１人いるのにその人を理事にするべきだ、と言ったそうです。

ＬＰガス協会や石油商業組合、林業や建設業について、女性が理事に何人入っていなければならな

いとか。そういう所の教育はどうなっているのでしょうか。

協会をみてみたときにね、看護師協会だったら例えばね、女性ばっかりとか、うちの女性団体でも、

まずは男性を入れようとしています。私は。女性団体だから。だから、反対の取り組みも必要。

だけど、今、いろんな協会、建設業協会、建設業もしましょうとか言っているのよ。その中で女性

は活躍しているんですよ。それから銀行。理事とか役員とか、上へ上がるのは男性ばかり。これどう

いうことになっているのですかって、これ私銀行の方にも言っているのですよ。銀行を支えているの

は女性じゃないかと。

それなのに舞台に上がるのは男性ばかり。これおかしいと思うと。だからそういうところの教育の

ことを、県が推進してもらいたいなと強く思います。下は女性ばっかり。上は男性ばっかり、これは

おかしい。推進が必要なのではないかと。

大学とかね、先生、医師会とかは頑張っていますよ、本当に。理事の中に女性を入れようとかね、

だけどもう少しいろんな協会に教育をやってもらいたいなと。女性は２人入りなさいよとか、美馬市

においては発言は多いのですけれども、美馬市においては30％、女性を入れましょうと、そしたら自

治会長来なさいって言ったら男性ばっかり来るのよ。それではいかんでしょう、と。自治会からは女

性を２人出しなさいと、そういう言い方をしたらどうですかと、そういうことなのでできたら県の方

の指導としてね、集めるときに、長を集めるときに男性ばっかりでなく、この地域からは２人と言っ

たら上がって来る、というのはどうですか。県は女性が審議会に増えてね、意見もたくさん出てきて

いると、私もいろんなところに出させてもらって思います。でも市町村はまだまだと、そういうふう

に思っておりますので、その教育をしてもらいたいなと、そういうことです。

（会長）

○○委員のご発言はなかなか鋭い部分がありましてね、やっぱり議員さんとか、あるいはその首長

さんの中で、やっぱりセクハラ発言があったり、パワハラ発言があったりするっていう、なかなかそ

のあたり難しいのですけれども、美馬市からもう一人委員さんがおられますので、そのあたり、いか
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がですか、○○委員さん、ちょっと振られたら困りますか？ご専門のことではないかと思いますが。

（○○委員）

○○会長ほどそんな素晴らしい考えは発言できないかも分かりませんが、私は私の分野で別の話に

切り替えさせていただけたらと思うのですが、よろしいでしょうか。

（会長）

はい、結構です。

（○○委員）

本当、○○会長が言ってくれたように市長さんの考え方で地域って変わって来るというふうな部分

でいきますと、私はもちろん福祉の分野で仕事をさせていただいておりますので、一番この気になっ

たのが、地域包括ケアシステムのモデル地区数を、今のところは５件だけれども、どうしてそれが１

個しか増えないのか、と残念な目標数値を見てしまったのですけれども、まあ24市町村あって、これ

から本当に高齢社会を迎える中で一番いま大事なこれはシステム作りになっていくんじゃないかなと

いうふうに思っています。

制度も変わって、地域福祉計画の策定によっていろんな計画を、横串を刺そうというふうなところ

で、この機運が高まっている中で、その考え方こそ市長さんが分かっていただいて、24市町村すべて

に早急にこのシステムが作り上げられないと、本当に大変な事になると、分かっているのに速度が少

し遅すぎるのではないかなっていうふうなところをちょっと感じています。

これもそれこそ県の方にハッパをかけていただいて、進んでいただけたらいいのかなと思います。

本当にもう重度の方しか施設に入れない、グループホームすらその方向に変わっていこうかというよ

うな中で、まあ言えば介護難民があふれ出るわけなのですよね。それは誰かといったら、みなさん自

身。自分なのです。

そのときに慌てても遅いですよね。いくらお金があっても、介護度によってしかそこを利用できな

い、その中途半端な状況で在宅生活をしなければいけないときに一体どんな地域でそういった支え合

いが出来るものが作り上げられているのだろうっていうところの意識は今からやっておかないと、本

当に受け身になる、自分もきっちり構えないといけないし、それを支える側も、そういった地域にな

っていくんだ、という理解の下でそういった介護部門の人材不足なんかも充当していかないといけな

い、もう今から考えないといけないというふうなところで、もう少しここの部分は力が入っていって

いただけるとありがたいかなと。

多分これが生活困窮って言うふうな部分にもきっと反映されてくると思います。やっぱり自宅での

生活っていえども、本当に買い物難民なんて今出てますけど、そう言った問題も絶対なのですよね。
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今ですら起こっている状況で、宅配の方がちょっと発展はしてくるかも分かりませんが、それをやっ

てくれる人がいなくなるっていうような問題も出てきますので、やっぱりそうではなくって、在宅で

の生活がきっちりできるような仕組みづくりっていうのを今から意識を変えていかないと多分難しい

んじゃないかなというようなところを感じていますので、人づくりと言いますか、優しい部分でのこ

とをすすめようと思うと、この地域包括ケアシステム作りっていうのは地域に合ったものを作ってい

きたいなと、地元民としては思っておりますので、そのあたりの方で、お話しを聞かせていただけた

らありがたいかなと思いました。よろしくお願いいたします。

（会長）

まずですね、今の○○委員さんからのご発言に対してレスポンスいただいた後で、新しい○○委員

からちょっとご挨拶をいただくっていうことにしたいと思います。それでよろしいですか。それでか

まいませんか。

はい。じゃあ○○委員さんからのご発言に対して、県側から何かレスポンスできることがあればお

願いしたいのですがいかがでしょうか。

（事務局）

長寿いきがい課の○○です。○○委員ありがとうございました。地域包括ケアシステムの構築に向

けてということなのですけれども、厚生労働省の方では、2025年を目途に構築を進めるというところ

なのですけれども、本県では、高齢者の人口がどんどん増えているという関係で、2020年を目標に24

市町村で地域包括ケアシステムの構築を目指しているということになっております。

一応ここのモデル地区数として、５カ所から６カ所へということで増やしているところなんですけ

れども、委員ご指摘の通りで、システムの構築というのはこの24市町村全てにおいて構築していく必

要があるというところで、当然24市町村に対して、県としては支援を進めているというところではあ

るのですけれども、どうしてもなかなかノウハウがないというところで、そのモデルになるところを

この６地区というところで、先進地ということで進めさせていただいて、それを24市町村へ広めてい

くということで今後を取り組みを充実をさせていきたいというふうに考えております。

（会長）

他はそれでよろしいでしょうか、はい。はい、じゃあお願いします。

（司会）

ただいま、○○委員さんが到着されましたので恐れ入りますが、新人の委員さんといたしまして一

言ご挨拶をよろしくお願いできたらと思います。お願いいたします。恐れ入りますが、前の白い手元
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のボタンを押してください。

（○○委員）

着席したままで失礼いたします。また、まずもって初回にも関わらず遅参してしまって申し訳ござ

いませんでした。私、徳島青年会議所から参りました○○と申します。よろしくお願いいたします。

私どもの団体では、地元徳島の発展に向けて、課題を見つけ出した上でそれを打破するために何が

できるかを模索し、年に数回、様々な事業を開催させていただいております。昨年度は徳島の阿波踊

り時期の宿泊施設不足の打破のために、ということで、四国放送の裏手にあります聾学校跡地で一夜

限りのキャンプ場を開催させていただきました。この団体での活動をもって、見えてくる視点と、あ

と私普段は一民間企業で役員をしておりますので、民間企業の視点を持って、本会議で少しでもお役

に立てればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

（司会）

ありがとうございました。それでは引き続きましてまた○○会長さんよろしくお願いいたします。

（会長）

それでは、どなたからでも結構です。では○○委員さんお願いいたします。

（○○委員）

女性協議会会長の○○と申します。よろしくお願いいたします。

先ほどの○○委員さんのご意見に付け加えて、ご発言なさったから、「じゃあ美馬市はモデル地区

なんですね」って聞いたら、こんな優秀な委員さんがいるのに、市長が進めてくれてないのでモデル

地区でないそうです。

是非美馬市、モデル地区になってくださいね。ということで、お手元の資料で７ページをご覧くだ

さい。先ほど男女参画・人権課長さんもおっしゃったので、その関連で発言させていただきます。市

町村男女共同参画行政主管課長会議というのが毎年開かれております。ここで質問したいのですが、

私は、吉野川市から来ていますが、自慢させて下さい。吉野川市は頑張っており、男女共同参画基本

計画を策定しています。○○市長のおかげでございます。

それで、男女共同参画基本計画というのが各市町村、作るようにということを昨年度も私が申し上

げましたが、進捗状況はいかがでしょうか？策定している市町村は13くらいであったように思います。

24市町村のうちの半分は、まだ策定できていなかったかな。

（事務局）
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市の男女共同参画の基本計画の策定状況でございますけれども、今策定済みになっていますのが８

市３町、策定率にいたしましたら、45.8％となっております。

内訳ですが、策定されておりますのが、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、

美馬市、三好市、勝浦町、藍住町、つるぎ町の８市３町となっております。

（○○委員）

ありがとうございました。

それで、いつも市町村の担当の方を呼んで、勉強や会議をしておられると思います。市町村という

のは、予算を組まないと策定ができません。例えば、吉野川市は来年度、５，６回男女共同参画会議

を開く予定で、予算化しています。つまり、前年度に予算化していないと、市町村はこういう基本計

画を作れない状況にあります。

ですから８月にこういう主幹課長会議を開く次点で、ある程度あなたの町は作るんですか、みたい

なものをプッシュして、作れるのなら予算化していただかないと、翌年はダメですよね。予算がない

と。

ただ働きでもＯＫなんですが、やはり、委員に対しては報酬を渡しますから、ある一定の予算がな

いと会議が開けないという状況ですので、是非、今年８月に開かれるのでしたら、策定率100％に向

けて頑張っていただくよう、お願いしたいと思います。

各町にいったら、優先順位ということがあって、後回しということもあるんですけど、やはり地域

に、男女共同参画の意識や、いろんな女性活躍を普及していくためには、地域が頑張らないと徳島県

が盛り上がっていかないと思います。先ほど○○委員さんもおっしゃるように、各市町村で首長さん

の温度差があるんです。県庁が指導すれば知事が言えば、組長さんも動くのではないかと思うんです。

いま、副知事の○○さん、偶然同級生ですが、彼は市町村の方を担当してらっしゃったので、そっ

ちの方からもプッシュしていただいて、是非全市町村に男女共同参画計画を作るように、県から指導

していただきますようによろしくお願いいたします。先ず一つ。

もう一つ、ついでに言います。

本日の資料の中で、一番最後の資料で、女性活躍推進プロジェクトを印刷していただいてます。非

常に素晴らしいと思うのですが、私からの提案というか、提言で、実は活動ステージで、人材活用バ

ンクの設置というのがございます。女性活躍推進タスクフォース構想発案ということで、皆さんも経

験があるんじゃないかなと思いますが、人材バンクって作っても、絵にかいた餅状態で使われないと

いうことがよくあるんです。

過去に男女共同参画プラザ「はばたき」で、いろんな講座を受けた人の顔写真入りの人材バンクが

あったんです。○○さん室長の頃に。でも、何のオファーも無かったと思います。もう一つは、教育

委員会の方がいらっしゃったらどうなっているのかお聞きしたいのですが、私は、総合教育センター
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の生涯学習の「まなびーあ人材バンク」に登録しています。この人材バンクには、いろんな経験を活

かした方々が登録をしています。私は10年以上登録していますが、そちらからはオファーが来ません。

だから、人材バンクありますよと言っても、十分活用できない状態なんです。なぜかというと講師

代を出さないからです。私にオファーがたくさん来るのは、登録されている吉野川市の人権講師団か

らです。私を指名していただくと、吉野川市が５千円出します。もう一つは、あいぽーとの人材バン

クです。そこに登録している先生を呼ぶと、あいぽーとから講師代５千円出していただきます。

細かいことで、たった５千円と思うけれど、民間の団体は運営が非常に厳しいですので、もし人材

バンクをお作りになるなら、一応バンクを作って、10人なり20人なりの講師代を県が持ちますよとい

って、予算化していただければなと思います。以上です。

（会長）

ただ今○○委員から２点ご発言があったんですが、よろしくお願いします。

（事務局）

ありがとうございます。先ず１点目の市町村における男女共同参画基本計画の策定をしっかり進め

て行くようにということでございます。委員さんご指摘のとおり男女共同参画社会づくりを県下全域

にしっかりと浸透させていくためには、やはりその地域の実情を踏まえた戦略を市町村の方で立てて

いただくと。ついてはこれに当たる計画を全市町村に作っていただくということが不可欠であると考

えております。

毎年、担当課長会議の中でも、計画の策定について依頼もしているのですが、併せて年度当初に知

事・市町村長会議というのがございまして、その場でも策定率が上がってないので、しっかりと策定

に向けて取り組みをお願いしますということで、知事の方からお話もさせていただいております。

この策定について、どこが課題になっているのかということも踏まえておく必要があるということ

で、今年度も事前にアンケートを市町村の方にさせていただいて、課題となっている部分を把握し、

その辺りも議題に出して、今回も課長会議の中で議論もさせていただいたところでございます。引き

続いてしっかり策定に向けて県の方でできることもあると思いますので、進めていきたいと思ってお

ります。

後、２点目ですが、フューチャーアカデミーの件についてご提案いただきました。活躍ステージの

中に設置を予定しています、「人材活用バンク」の話でございますけれども、育成ステージでいろい

ろ取り組んでいただいて、卒業された方をこちらの方の活用バンクの方に入っていただいて、活躍ス

テージの方でいろいろやってもらうと。

この活躍ステージにつきましては、県の審議会の委員さんでありますとか、審議会の中の作業部会

でありますとか、更に県の方では、若手タスクフォースがありますが、そのメンバーに入っていただ
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くとか、いろんな参画の仕方があると思います。また、市町村の方とか、団体に講師として出ていっ

ていただいて、講師のお仕事をしていただくとか、いろいろな活躍する場面があると思います。ただ

バンクに登録してというのではなく、県の方も積極的にこういう意思決定の場などにどんどん送って

いきたいと考えております色んな場に出向いていただいて、活躍していただけるように取り組んでい

き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）

○○委員、お願いします。

（○○委員）

ちょっと関連なので失礼します。

女性のバンクを活用して、色んな場に積極的に登用するというのを進めているという答弁をお聞き

しました。

それで、審議会等の女性委員の比率の部分ですが、７ページを見ますと、54.6％にまで高くなって

いまして、全国１位の地位を奪還したというふうに受け止めています。たしか、去年のこの会議では、

去年か一昨年は２位になっていたと思うんですけど、また頑張られたのだという感想を持ちました。

この目標については、全国トップクラスというふうな表現なんですが、どこかライバルの県がある

んでしょうか。競い合って、どんどん数値が高くなっていくのではないかというふうに想像できるの

ですが、これが６割、７割、８割と行ってしまって、気がついたら男性をもっと入れないかんという

ようなことになってしまうのではないかと、若干危惧しております。

割合的にはこの辺でいいのではないかとか、どの辺りを目指しているのか、ちょっと聞かせていた

だけたらと思います。

（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。

県の審議会等における女性の委員さんの比率ということで、今回、54.6％ということで、29年度で

すが、そういう数字が出ました。

この比率ですが、どこを目指していくのかというご質問をいただいておりますけれども、やはり男

女バランスよく、平等にというところがありますので、県の方でもその辺りを踏まえて要綱を持って

まして、女性の比率につきましては、50％以上を一つの目途にやっていこうということになってます

ので、そこを目指して、その率がまた落ちないようにということで、50％以上というところで進めて

いきたいと。

今回は、結果的に54.6％という数字が出ておりますけれども、そこをしっかり守れるように進めて
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いきたいと思っております。

（○○委員）

この会は女性がかなり比率的に多くて、その審議会によってどうしても男性の方が、その出身の構

成団体とかでどうしても多いとか、そういう分野があると思うんです。その辺を個別に精査して、何

でも均等にというか、闇雲にということではなくて、その辺、柔軟にもっと対応をしていってもいい

んじゃないかなというふうに思っております。

（会長）

それでは、続きまして何方からでも結構ですが…

（○○委員）

この基本計画を８市３町ですか？

うちは美馬市は２回目を作っていると思うんです。でも、これは職員がみんな作っているんです。

○○さんも呼ばれてないでしょ。

だから、作ったといっても、誰が作ったのかが必要だと思うんです。だから、美馬市は誰も呼んで

ないですよ。私が行ってないから、誰も行ってないんですよ。

だから、そういう基本計画を作るときに誰が作るのかということを、男女共同参画のメンバーをち

ゃんとして意見を聞いた中で基本計画を作ってほしいなと、そういうふうに思います。

（会長）

因みに、私は小松島市、それからつい最近は阿波市のそういう人権の男女共同参画ではなかったの

か、人権だったと思います。小松島市は男女共同参画でしたが、やはりある程度県から副市長が行っ

ているとか、多少縁故があって、もちろん幅広く、皆さんお願いしますという話はするんですが、ち

ょっとプッシュすると、非常に物事が動きやすいということはあると思います。

大抵の場合には、非常に各団体の方を万遍なく、高齢者の代表者の方、女性の代表者の方、いろん

な方を集めて委員会を作られているのが普通です。それと、ちょっと専門家が何人か入っていて、そ

こが世論調査をしたり意識調査の分析をしたりという、多分そこで多少お金が掛かるのではないかな

という気はしますけど、この辺りは県の方から働きかけてほしいと思います。

まだ時間の関係でご意見をいただいていない方が何人かおられますので、何方からでも結構です。

○○委員さん、お願いいたします。

（○○委員）
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商工会議所の○○でございます。

女性のパワーに圧倒されまして、男性の出番がようやくまいりました。ちょっと気になるところで

はないんですが、女性のキャリアアップ、復職、再就職に関する支援で、「民間に委託」と最後の欄

に書いておりますが、30年度のことなんですけれど、ここに介護福祉士とか、これはいいと思います

が、医療事務とかオペレーター、事務職、事務課と、そういうふうに書いているんですが、今の現在

ではこれで大丈夫だと思うんですが、この先、ＩＴとかＩＯＴが進んでいくと、こういう職業が果た

してあるんだろうかというのがあります。

そういった無いものに対してお金を投入じゃなくて、将来的にもっと見据えた仕事に対して、復職

に関するものを、どんどんしていくべきじゃないかなと思ったりいたしました。

あと、これに向けて女性に活躍してほしいという現場は、私も会社を経営しておりますので、やは

り営業職の育成というところを、しっかりとやれるような仕組みがあったら助かるなぁと思います。

やはり先ほどの○○委員さんを見ておりますと、ガイなガイな阿波女でございますし、そういった

方が徳島には結構いらっしゃいます。そういった方を若いうちからこういった、フューチャーアカデ

ミーの時から教育していって、そして結婚し、子どもを産んで、その後でも営業職なら簡単に現場に

復帰することができますので、そういった長いプランで県の方も考えていただいて、そのような形で

将来的なことになるんですけれども、そのようなことを男女雇用の場でできるような徳島県にしてい

くためには、今どうあるべきかということをお話させてもらっただけでございますので、この件に関

しては別にここで話していただかなくても結構でございますので、また事務職で話をしていただきた

いと思います。

（会長）

ありがとうございます。

それでは、次の方ご発言を。

○○委員さん、お願いできますか。

（○○委員）

私の方から皆さんのような提言はないんですが、自分の医師会のところで、去年申し上げましたこ

とも含めて２、３ご報告を申し上げます。

去年から医師会では介護問題についての講演会を、介護の啓蒙ということでやっておりまして、去

年も申し上げました。

日赤と鳴門病院と市民病院で終わりました。今後県立中央病院、吉野川医療センターで行おうと思

っております。最初行きますと、40歳から介護保険料を払っているということを知らない医師もいま

したし、要介護、要支援全部で７つあるということを知らない人たちもいたという状況だったので、
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ある程度病院の中での啓蒙は役に立つのかなと思いながら、今後続けていきたいと思っております。

２つ目は、今度この４月から日本の医師の専門医制度が始まります。なかなかもたついていて始ま

らなかったのですが、４月１日から始まります。この専門医制度というのは、１年生、２年生の時が

初期臨床研修制度、これは今までにもありました。これから３年生、要するに卒業して医師になって

３年目の医師から19の診療科に分かれるということであります。３年間19の診療科で研修をすると。

それで、日本で約９割の、今の２年生がマッチングしているという状況です。

徳島でいいますと、男女参画で考えますと、徳島大学だけになりますが、20人の３年生がそれぞれ

の専門に入りますが、20人中10人が女性です。ですから半分です。その内の２人外科医、２人が救急

科を目指します。

その１人の救急科の先生に聞いたのですが、「何で救急科を選んだのか。女性で。」と聞くと、救

急科というのは、それぞれ分担がありますので、６時まで必死で救急すれば６時に帰れるわけです。

交代制度になっていますので。内科だと主治医なので、ずっと居なければいけないとか、小児科だと

そういうわけだということなので、だから救急を選んだと。

要するに彼女の希望というのは、子育ても結婚もして、しかし一線でいたいということを言われて

いたので、一線でいながら、そういうことができることを望んでいるんだということを改めて感じた

次第であります。

最後ですが、いろいろ女性のために或いは子育てをするために、週１回から始めてとか、或いは少

し仕事を軽減してとか、いろいろな施策を徳島大学のある科でしたけれども、それをするとそれに慣

れてしまって、元のところに帰って来てくれない人がいたということがあって、先ほどのキャリアと

いうことと、どこまで緩めるということがなかなか難しいというふうなことも医師会の方では言われ

ています。

ただ、この前日本医師会の方で、熊本県とかがやっていた制度で、「お留守番医師制度」というの

があって、そのかかりつけ医が訪問診療に行っている間に、その１日だけ子育てをしている人が代わ

りにやるとか、いろんなところで、みんな一生懸命やっているなということは思いました。

医師会では、先ほどのパワハラ、セクハラのこともありますが、多分日本で初めてだと思いますけ

れども、「公益通報窓口」というのを医師会の中に作ろうということで、４月から作ります。

まだ始まる前なんですが、公益通報というのは、それぞれの事業団体です。例えば、Ａ病院、Ｂ病

院、Ｃ病院、Ａ医院、Ｃ医院、そこで何か法律に関してダメなこととか、或いは非常に由々しき問題

があるとかということを、そこの長に言えない、そこの内部調査委員会に言えない場合に、その上部

団体である医師会に直接窓口に言っていただいて、解決はなかなか難しいでしょうが、事前に、マス

コミとかそういうところに行く前に何とか是正できないかということを、伊調馨さんのこととか、い

ろんなことがありますが、そういうふうにならないようにということを考えてやろうと思っています。

以上です。
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（会長）

直接県にレスポンスするような内容ではなかったので、ちょっと時間の関係もありまして、助産師

会の○○委員さん、お願いできますか。

（○○委員）

助産師会の○○です。いつもお世話になります。

助産師会で今やっていることを報告させてもらうのと、後、少し要望がありますのでお願いします。

４年前から「産前産後の母親相談事業」を県の委託でさせてもらっています。内容としては、電話

相談と県内３地域でのイベントと相談。これは、かなり定着してきたので、参加者がすごく増加して

おります。

電話相談の中で、訪問が必要なお母さんに対しては、訪問してケアをしています。今年度60件を予

定していたのですが、６カ月ぐらいたった時点で予定がオーバーしてきたので、助産師会でできる方

法をとり、やっていたのですが、それも不可能な状況になり、県の担当者に相談し、中断することを

申し入れました。

その結果担当者から、追加予算をしていただけるということになり、３月まで150件まで増やして

いただきまして、継続することができました。本当にありがとうございました。

訪問相談の中でしていることは、お母さんの不安を除くという中で、退院間もないお母さんとかは、

特に授乳指導が細かく必要だし、乳房のトラブルがあれば乳房マッサージも必要なので、実施してお

ります。

次年度は予算の都合もあり、継続が無理な状況なので、訪問相談を中断する予定です。

しかし、これだけ150人と多くの需要があることから、今後お母さん方が大変だろうなと思います。

やはりこの事業はお母さんの不安の軽減、子どもの虐待予防とかお母さんのうつ病予防等が目的にな

っていますので、今後何らかの形で進めていけたらと思っております。

この施策推進状況という中で、「子育て世代包括支援センター推進事業」というのが、14ページ、

それから30年度の予定にも入っています。この包括支援センターが各市町村でできていけば、お母さ

ん方にはすごくサービスになると思っています。

施策の概要の中で今年度と来年度の内容がほとんど変わってないような気がします。ただ講演会に

何人参加、33名参加したという状況なんですが、もう少し、発展させてもらえたらなと思います。助

産師会の方は必要に応じて人を派遣し、ケアには参加できると思っていますので、これをもっと推進

していってもらいたいなと。

いま徳島市が、去年６月から産後ケア事業の訪問型というのを始めて、毎月20件ぐらいの訪問をし

ております。他の市町村でもあるデータを見たんですが、市町村でそういうのをしているのが、29年
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度で３市町村ということが出ていました。それだけでは、県内のお母さん方にケアを受けられる機会

が少ないので、是非他の市町村も産後ケアとか、産前産後のサポート事業などを進めていけるように

県からの推進をしていってもらいたいと思っております。以上です。

（会長）

担当課、お願いします。

（事務局）

健康増進課でございます。いまご意見をいただきました、子育て世代包括支援センターにつきまし

ては、主に地域の妊産婦さんや乳幼児の実情を把握し、各種の相談に応じたりとか、支援プランの策

定をするということで、産後のお母さんを含め妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支援を提供す

るために設置するものでありまして、いま舩戸委員が仰ったように、平成32年度末まで全国展開を目

指すということで取り組んでおります。

現在は鳴門市の１カ所ですが、32年度末までの開設に向けて、いくつかの市町村さんの方では、実

際に開設に向けた準備に動いてくださっていると伺っております。

県の事業ですが、こちらの開設にあたりましては、国の補助金ですとか交付金がございますので、

その情報提供とか、開設を既にされているところの情報などを提供させていただいておるところです。

センターの主な事業としまして、産後ケア事業とか、産前・産後サポート事業がございますけれど

も、いま委員が仰った通り、市町村においてこのセンターの開設、また事業のほうが順調に進んでい

きますように、県としてもこれからも支援していき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）

他、よろしいですか。

もうかなり人数が少なくなってきましたが、次、何方いきましょうか。

○○委員さんお願いします。

（○○委員）

私は漁業者ですが、いつも言っているんですが、どの会に来ても言っているんですが、やはり農業

が進んでいるなということで、どうしても漁業というのは船に乗って沖に出るので、男の人というふ

うになるんですけれども。

その中でも、田舎へ行けば行くほど、どうしても男の人がというのが、男が先に何でも決めてとい

うような感じがあるので、この男女共同参画という言葉自体も、大分周知度というのが高くなってき
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ていると思うんですけれども、まだ私の地元ではまだまだ知ってない人はたくさんいると思います。

資料５の企画委員会での主な検討項目という中で、「④ 意識啓発」というのがありますけれども、

これを望みます。

うちも漁業の組合長も若くなっていますので、大分話も分かってくれるかなというふうにはなって

いるんですけれども、もっともっと言ってください。行政の方が。

私達もいろいろ講座があって、参加したいのは山々なんですけれども、今は漁に出てませんけれど

も、漁に出る時期は、どうしても平日というのは時間が取れないんです。休みというのは、前日か当

日じゃなければ休みが決められない状況なんです。できれば予定が立てやすい休みが決まっている日

とか、前もってして頂ければ、私達も他の女性部員も誘って、もちろん息子とか主人も一緒に誘える

ので、できればそういう日程も組み込んでいただければと思っております。以上です。

（会長）

特にレスポンスはよろしいですか。

次、どちらか。

○○委員さん、お願いします。

（○○委員）

弁護士の○○でございます。

私の方から女性の暴力について１点意見を申し上げるようにします。資料１、９ページ目に、「女

性の暴力根絶ための基盤づくり」ということで、お書きいただいているんですが、その中で「こども

女性相談センターの運営」という施策のところで、施策の概要としては、要保護女子等の早期発見に

努め、必要な援助を行うということで、今の進捗状況としては、中央・南部・西部の３センターにお

いて相談を実施したということなんですが、この対象がどこまで対象に含んでいるか分からないので

すけれども、年少者、若年者については、特別の配慮が必要なのではないかと。

特に年少者、若年者については心身の成熟が未発達なので、より発見するには、敷居を下げた方法

を実施する必要があるのではないかと思います。

下の方に、「若年層からのストップ！ＤＶ推進事業」ということで、デートＤＶ防止セミナーを実

施されているということですが、このセミナーも重要ですが、やはり相談の方法とか、相談の対応、

手続き等について、子どもについては特別の配慮を実施する必要があると思うのですが、その辺がど

ういうふうな形で実施されているのかということと、もし実施されてないのであれば、特別のご配慮

を頂いた方がいいのではないかというのが、私の意見です。

（会長）
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お願いします。

（事務局）

男女参画・人権課です。ありがとうございます。委員さんが指摘されています通り、特に昨今ＤＶ

とか、性暴力の相談件数も増えてきているという状況の中で、若い方、子どもさんとか、そういう方

についても、例えば性暴力の話でありますとか、児童虐待などの事案も増加の傾向になってきており

ます。

それを所管しておりますのが、こども女性相談センターで、その相談でありますとか、保護であり

ますとか、自立支援に向けた取組みを、一体的に対応させていただいておるということでございます。

特に若い方、子どもさんへの相談、支援ということになってきましたら、センターの中に女性の方

向けの支援の担当、あと、児童を対応していただく部門も一緒になっておりますので、連携して対応

していく体制も取られております。

事案もいろいろ複雑になってきていると思います。相談の中身につきましても。そういうことで、

相談員の方に対するスキルアップの研修とかも丁寧に進めてきております。しっかりと対応していき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

（○○委員）

相談員の方のスキルアップとかはもちろん非常に重要で、そこで年少者に対して更に精神的な打撃

を与えるようなことがあってはならんと思うんですけれども、先ずはその年少者の場合は、早期発見

というのが非常に難しいのではないかと思っていて、例えば、誰にも言いにくい、シングルのお母さ

んがいて、連れ子がいて、お母さんが再婚して、再婚相手から子どもが暴力を受けているという、で

も、お母さんは全然知らなくて、子どもは誰にも言えないという事案とかも想定はできるんですけれ

ども、その時に子どもが、中央のセンターに行くかというと、それはなかなか難しいのではないかと。

中高生とかが、その相談センターを調べて、大人に向かって自分はこういうことになっていると、

そういうことは言えるかというと、そこはなかなか難しいので、そのセンターに行って相談する以外

に別の窓口を設けるだとか、いろんな方法を設けていただいた方が早期発見にもつながるし、先ず発

見しなければどうにもできないので、そこが重要じゃないかと思います。以上です。

（会長）

ご意見として承ったということでよろしいでしょうか。

それでは、○○委員さんお願いします。

（○○委員）
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私の方からは男性の育児参加というところで、お話をさせていただきたいと思います。

最初の説明で、日本では男性の育児参加時間が非常に短いというお話があったのですが、私も10年

ほど前から家族関係の中で、特に親子関係のコミュニケーションというところを重点的にした活動を

しておりまして、10年前から比べて、最近では男性、父親の参加というのが非常に増えてきています。

ご夫婦で参加されている方に、ご意見とかお話を聞いてみると、奥様の方から、女性側から男性に

対して外のイベントだったりとか、テーマパークとか何でもいいから外に連れ出してくれるような子

育て支援をお願いしたいというのが、大々的な要望というか、ご夫婦の中で重点を置かれているとい

う部分があります。

それに対して男性の方も自分にできることから、子育てに参加したいということで、いろんな活動

に参加していきたいという意識はすごく高く持たれています。ただ、それに対して１点、情報が非常

に少ないというのをよく聞きます。

というのは、色んな地域であったり、いろんなグループが様々な活動をしているんですけれども、

公的なところがされている大きなイベントというのは、テレビであったり、広告、新聞で情報発信さ

れているんですが、小さなところが行っている活動に対して、一つ一つが調べられないということで、

今週どこか行きたいなと思っても、そういう情報が手に入りにくいというのをよく言われます。

そういった点に対して県として、そういった意識のある男性、父親、家族に対してこういうイベン

トや行事がありますよという情報発信であったり、また各団体、地域に対して、情報発信する上での

支援や助成ということを、どういうふうにしていこうかなという施策とか何かございますか。

（会長）

担当課、お願いします。

（事務局）

次世代育成・青少年課でございます。先ほど委員から男性の育児参加ということで、ご意見をいた

だきました。

私どもの課では、男性の育児参加が少子化対策、子育て支援の面から重要であるということで、平

成23年度から育児・家事に積極的に参加する男性を募集いたしまして、「おぎゃっと21」というゴー

ルデンウイークにイベントがあるんですけれども、そこで知事が表彰して、そういった表彰制度など,

具体的に育児参加されている男性が、どんなことをされているかというような広報を行っています。

また、「はぐくみネット」といいまして、妊娠・出産期であるとか、子育て支援の情報をまとめた

ポータルサイトがあるんですけれども、そちらの方に「パパコラム」というような形で、子育て中の

男性目線によるコラムなども発信しております。

来年度の事業になるんですけれども、先輩パパとか、先ほどの表彰で「イクメン・カジダン賞」と
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いうのがあるんですけれども、そちらで受賞された男性の方に参画いただいて、具体的に子育てをす

る男性にとっての、どういったニーズがあるのかというような意見をいただくような会を設けた上で、

ワークショップなどをやっていきたいと考えております。以上でございます。

（会長）

それでは○○副会長。

（○○副会長）

時間も迫っておりますので、３点ほど。私の方からは、特に思いますのは、一つは健康に関しては、

男性・女性ともに共通する課題だと思いますので、この主要課題の５番目の「生涯にわたる健康づく

りへの支援」、その中でも特に、「とくしままるごと健康づくり事業」でありましたり、労働者サポ

ート事業、また、自殺予防サポーターの養成など、男女ともに共通するような課題については、本当

に力を入れて進めていただければいいかと思いますし、今日もニュースで自殺の方の数が減ったとい

うことを言われていましたので、こういう取り組みは全国的にも効果が上がって、徳島県内でも成果

が上がっている事ではないかなというふうに思います。

もう一つは、平常時にはこのような男女の共同参画という取り組みについては、ある程度普及され

てきたことかと思うんですけれども、災害時にはやはり女性が洋服を着替える場所がなかったとか、

子育てをしている方が、非常に子どもが泣いて困っただとかという話がまだまだ続いていますので、

災害時への対応ということを、またしっかりと我々も共通認識しておく必要があるかなと思います。

最後に、これは私が所属しております看護協会なんですけれども、先ほども言っていただきました

けれども、非常に女性が多い職能団体です。そして、ここと関連することでは、徳島県から補助をい

ただいてワークライフバランスを中心にして、勤務環境改善ということで、女性が働きやすい職場づ

くり、環境づくりということに取り組んできています。

これについては、少しずつですけれども、成果が上がり働きやすくなったとか、或いは、本当に新

卒の方が来られなかった職場にも、新卒が就職として応募してくれるようになったとか、そういった

成果が上がってきました。

地道にでもこういうワークライフバランスを進めていくということは、医療のような厳しい環境の

中でも非常に重要なところだと思いますので、こういったこともまだまだ課題はあると思いますけれ

ども、地道に捉えていくということが大事だなと思います。

ただ女性だけでは進まない、ワークライフバランスで看護協会の方で感じていますことは、看護職

だけのワークライフバランスというのは、やはり限界もあるので、職場全体、組織全体を巻き込んだ

取り組みということが重要になってきているということがあります。則ち、男性も女性もということ

になろうかと思いますけれども、そのようなことを取り組んできましたので、これは、看護協会とし
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ての紹介とさせて頂きたいと思います。以上です。

（会長）

○○委員さんの前に補足があるようですので、…

（事務局）

先ほど○○委員さんのほうから児童虐待の、聞こえない声を拾う仕組みがいるという話をされたの

ですが、補足をさせていただきます。

先ず、児童虐待につきましては、なかなか通報がし辛いということで、お聞きになったことがある

かもしれません、イチハヤクという「１８９」という３桁の児童虐待の通報ダイヤルというのがあり

まして、掛けやすい状況を作っているのと、まだそれでも、小さいお子さんについては、学校との連

携ですとかに努めておるところでございます。

あと、性暴力被害についてですけれども、これも３センターで受けておるんですが、先ずこういう

センターがありますよと。相談できるセンターがありますという周知をしっかりやらなければならな

いということで、「よりそいの樹とくしま」についてのリーフレットですが、学校の方に、特に被害

を受けやすい高校生でありますとか、中学生に必ず、生徒に１つずつ持ってもらえるような形で進め

ています。

昨年３万部、今年５万部作りまして、配布もさせていただいておるところでもございますし、皆さ

んがよく行きます、コンビニエンスストアにもそういうものを置かせていただいて、身近なところで、

目について取っていただけるような取組みも進めています。

ということで、できるだけ家庭の方にも、子どもさんはなかなか難しいですけれども、できるだけ

そういう相談窓口があるということを知っていただくように、やっていきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。

（会長）

○○副会長さんからのご発言に対して、県側から何かレスポンスがありましたら。

（事務局）

先ほど○○委員さんからいただいたご意見に対して、担当の方から補足させていただきます。

若年層とか年少の方については、自らが被害を受けているということを認識しにくいということも

ありますし、認識したとしても相談につながりにくいという問題点については、担当の方では十分に

認識しているつもりで、○○委員さんが仰っているのは、多分、ラインですとか、メール相談ですと

か、そういう窓口を設けた方がいいのではないかと仰っているのではないかと思いますが、確かにラ
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イン相談等とかについては、今後の課題ということになるんですけれども、やはり被害を認識して、

誰かに助けを求めることができるというところが重要だと思うので、性暴力については、若年の方向

けのリーフレットを作成して、中学生の方にお配りするように用意をさせていただいたり、ＤＶにつ

いては、デートＤＶ防止セミナーとかで若年層に向けての啓発を進めていくというところでしており

ますし、ご本人だけでなくて、周りの支援者の方に先ず知っていただいて、その支援者の方に気がつ

いていただいて、つないでいただくというところで、学校の養護教諭の先生ですとか、周囲の大人の

方に知っていただくということで啓発を進めるよう、若年の方に向けて意識してやっているところで

す。

（会長）

○○委員さんのご発言に対して、何かありますか。

（○○副会長）

一つだけ、12ページのところで、妊娠・出産等に関する健康支援のところが、これが上から５番目

のところですけれど、「生涯を通した女性の健康支援事業（不妊専門相談センター）」となっていま

す。

また、その前の健康づくりのところも、「生涯を通じた女性の健康支援事業」となっているんです

けれども、それにもカッコが付いているので、内容的には分かるんですけれども、この不妊専門相談

センターが担当するところについては、内容が端的に分かるように、例えば、不妊、不育に悩む夫婦

に対する相談支援事業だとか、不妊・不育に対する支援事業だとか、そういう名称でも良いのかなと

いうふうに思います。

これは意見ですので、また検討いただけたら結構です。ご回答とかが無くても結構です。

（会長）

担当課の方、またご検討ください。

それでは、一応これで、それぞれの皆さんからご意見を頂きましたので…

○○委員さん、何か。

（○○委員）

今は女性がビジネスの場に出るのは当たり前の世の中になっているように、私も感じてますし、企

業側としても育児休暇ですとか、仕事との両立支援等の助成金制度が整備されてきているので、非常

にフォローしやすくなってきているようにも思っています。

ただ、復帰するには、そもそも配偶者の方の協力がなければ難しいと思っていて、資料２の４ペー
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ジ、５ページのところで、よく「パパの子育て応援プロジェクト」とか、「ともに輝くフェスティバ

ル」とかを本年度も企画されているというふうに書いているんですけれども、その中身ですが、その

講座とか、企業表彰、個人表彰とかの固い感じよりも、例えば、藍場浜とかアスティで行われている

ような、子どもを連れて休日に一緒にフラッと気軽に参加できて、大型のキッズスペースがあったり、

男性も女性も簡単にできる時短レシピの紹介があったりとか、後は、家事のコツとか、分担テクニッ

ク講演みたいなものが、そういうカジュアルなイベントの中にある方がもっと一般の方も広く広報が

できて、正直集客も見込めるんじゃないかなと思いました。

多分都心部とかでは、そういうイベントがもっと開けたカジュアルなイベントとして開催されてい

るイメージが私はすごくありますので、県としての取組みをアピールするのは、集客があってこその

部分も多少あると思いますので、ちょっとそういうイベント性があるものも、今後ちょっと検討して

いただけると面白いのかなと感じました。以上です。

（会長）

県の方から何かありますか。

（事務局）

ありがとうございます。

やはりたくさんの方に参加していただいてという形でないと、広がりも少ないと思いますし、浸透

もしていかないのではないかと思っています。ご意見いただいたことをしっかり踏まえて今後の講座

の企画に活かしていきたいと思います。よろしくお願いします。

（会長）

事務局におかれましては、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、是非積極的に考えていただけるようにお願いします。


