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令和２年度第 1回 石川県男女共同参画審議会（令和２年７月１６日）発言概要 

 

〇開会 

（大滝男女共同参画課参事） 

 ただいまから、令和２年度第１回石川県男女共同参画審議会を開催いたします。 

はじめに、清水県民文化スポーツ部長から挨拶申し上げます。 

 

○開会挨拶 

（清水県民文化スポーツ部長） 

県民文化スポーツ部長の清水でございます。皆様方におかれましては、本日は大変お忙

しい中、審議会にご出席をいただき誠にありがとうございます。また、平素から本県の男

女共同参画施策の推進にご理解、ご協力をいただいておりますこと、心から御礼を申し上

げたいと思います。 

さて、２月の当審議会において、新たなプランの策定に向けた県民意識調査について、

皆様からたくさんのご意見をいただいたところでございます。 

そして、本日ですが、知事から当審議会に対しまして、「いしかわ男女共同参画プラン」

の策定、それから「配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計画」、いわゆるＤＶ防

止計画の改定について、諮問をさせていただいたところでございます。 

現行のプランですが、平成２３年３月に策定、それから平成２８年３月に改定、これを

拠り所にこれまで各種施策推進をしてまいりました。今年度がその計画期間の最終年度と

いうところでございます。 

これまでの取り組みの成果、あるいは課題の検証を行い、社会情勢の変化、それから今

年度実施をいたしました県民意識調査の結果、さらには、国において、今年度、第５次の

男女共同参画の基本計画が策定されるとのことですので、そういった国の動向も踏まえて、

新たなプランを策定することとしたものでございます。 

また、平成２８年３月に改定をいたしましたＤＶ防止計画。こちらにつきましても、法

改正の内容を反映させる必要があることなどを受け、改定をすることとしたものでござい

ます。 

本日は、計画の策定や改定に向けた審議体制についてお諮りするほか、策定や改定の概

要、今後の進め方などについてご説明させていただくこととしております。 

委員の皆様方には、忌憚のないご意見をいただきますようお願いを申し上げまして、挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○新委員の紹介等 

（大滝男女共同参画課参事） 

今年５月に任期満了に伴う全委員の委嘱替えを行っております。本来でしたら、ここで、

全委員の皆様をご紹介すべきところでございますが、お配りしました委員名簿をもちまし

て、紹介にかえさせていただき、本年度、新たに委員に就任された方のみ、ご紹介させて
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いただきます。 

連合石川の糸崎弥央委員です。 

 

（糸崎委員） 

よろしくお願いします。 

  

（大滝男女共同参画課参事） 

石川県各種女性団体連絡協議会の菅村美知子委員です。 

 

（菅村委員） 

菅村美知子といいます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（大滝男女共同参画課参事） 

公益社団法人石川県医師会の髙田重男委員です。 

 

（髙田委員） 

髙田です。よろしくお願いします。 

  

（大滝男女共同参画課参事） 

公募委員の谷田好子委員です。 

 

（谷田委員） 

谷田好子です。よろしくお願いいたします。 

  

（大滝男女共同参画課参事） 

石川県人権擁護委員連合会の辻󠄀弘幸委員です。 

 

（辻󠄀委員） 

辻󠄀 です。どうぞよろしくお願い致します。 

 

（大滝男女共同参画課参事） 

 石川県小中学校長会の三野陽子委員です。 

 

（三野委員） 

三野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（大滝男女共同参画課参事） 

以上の６名の方に新たにご就任いただきました。なお、本日は、北野委員、越野委員、



3 

 

高橋委員、中田委員、能木場委員の５名が欠席され、委員２０名中１５名の出席となって

おります。 

次に、本日の審議会は、委員改選後初めての開催となりますので、石川県男女共同参画

推進条例第１８条第９項の規定によりまして、まず本審議会の会長を選出していただきた

いと存じます。会長につきましては、委員の互選となっております。どなたか会長に立候

補される方、または会長選出についてご意見はございませんでしょうか。 

 

（松崎委員） 

これまでどおり、金沢大学名誉教授の八重澤委員にお願いしてはいかがかと存じます。

よろしくお願いいたします。 

 

（大滝男女共同参画課参事） 

ありがとうございます。八重澤委員との声を頂戴しましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

（一同拍手） 

 

（大滝男女共同参画課参事） 

恐れ入ります。八重澤委員、お願いできますでしょうか。 

 

（八重澤委員） 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（大滝男女共同参画課参事） 

本審議会の会長は、八重澤委員に決定いたします。八重澤会長には、会長席へお移りい

ただきまして、これからの進行をお願いいたします。 

 

（八重澤会長、会長席に移動） 

 

○議事進行 

（八重澤会長） 

 八重澤でございます。よろしくお願いいたします。盛りだくさんの内容がありまして、

部屋が熱いのはマスクだけのせいではなく、委員からのいいプランを作りたい、基本計画

を作りたいという各委員の熱気と存じております。どうぞ今日はみなさんのご協力のもと

に進めさせていただきたいと思います。 

これからは、私の方で進行させていただきますが、その前にまず、会長代理の指名につ

きまして、条例第１８条第１１項の規定に基づき、あらかじめ指名しておく必要がござい

ます。私は、中村委員にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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（中村委員） 

八重澤先生に万が一のことがあった時だけ、そういうことはないと思いますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（八重澤会長） 

ありがとうございます。それでは、次第に従いまして、進行させていただきます。 

まず、議題（１）の知事からの諮問について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

○議題（１）「男女共同参画計画」の策定 並びに「配偶者暴力防止及び被害者保護等 

に関する基本計画」の変更に係る知事からの諮問について 

（山岸男女共同参画課長） 

失礼ですが、着座にて説明をさせていただきます。それでは、男女共同参画計画の策定 

並びに 配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計画の変更の諮問について、ご説明

をさせていただきます。 

 お手元にございます資料１をご覧ください。 

 こちらは、石川県男女共同参画推進条例第８条第１項の規定に基づき、男女共同参画計

画の策定並びに配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計画の変更について、知事

から当審議会に諮問させていただいたものでございます。 

 ２の諮問の理由でございますが、平成２３年３月に策定し、平成２８年３月に改定した

現行の男女共同参画計画である「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」に基づき、男女

共同参画社会の実現に向け、総合的かつ計画的に取り組みを進めているところでございま

すが、その計画期間が令和２年度末で終了いたしますことから、これまでの取り組みの成

果や課題の検証を行い、さらに社会情勢の変化や今年度実施した県民意識調査の結果もふ

まえ、新たな計画を策定する必要があることによるものでございます。 

 また、配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計画につきましては、平成１７年

１０月に策定し、平成２８年３月には改定を行い、配偶者からの暴力のない社会の実現を

目指して、施策に取り組んできたところでございますが、「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」が改正されたことなどを受けまして、計画を変更する必要

があることによるものでございます。説明は以上でございます。 

 

（八重澤会長） 

はい、ありがとうございます。ただいまのご説明につきまして、ご意見や、ご質問等ご

ざいましたら、どなたからでも発言をお願いしますが、いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは次に、議題（２）の方に移りますが、石川県男女共同参

画審議会小委員会の設置につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

〇議題（２）石川県男女共同参画審議会小委員会の設置について 

（山岸男女共同参画課長）  
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石川県男女共同参画審議会小委員会の設置についてご説明をいたします。資料２をご覧

ください。こちらは小委員会設置要綱の案でございます。 

第２条をご覧ください。新プランの策定並びにＤＶ防止計画の改定にあたりまして

は、その内容が広範囲にわたりますことから、三つの小委員会を設置いたしまして、委

員の皆様にはそのいずれかに属していただきまして、ご審議いただくこととしておりま

す。 

小委員会の審議事項につきましては、国の第５次男女共同参画基本計画の骨子案の構

成を勘案いたしまして、現行プランの５つの基本目標を３つに分けるほか、ＤＶ防止計

画の改定についても審議していただくことを考えております。 

それでは、審議いただく具体的内容についてでございます。この要綱案の表にもお示

ししておりますけれども、計画の体系と併せてご覧いただきながら、ご説明させていた

だきます。 

お手元に「いしかわ男女共同参画プラン 2011改定版」というものを配布させていただ

いております。こちらの２６ページをお開きください。こちらには、上に、青地に白抜

きで記載しておりますが、基本目標、課題、施策の方向・施策の概要が記載されている

ところでございます。 

まず、第一小委員会での審議事項ですが、左に縦書きで記載しております、基本目標

Ⅰ【男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革】、そしてその下の、Ⅱ【方針の立案・

決定過程への女性の参画の拡大】、そして、１枚おめくりいただきまして、２８ページの

基本目標Ⅴ、【国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進】、この３つでございます。 

こちらは、意識や教育、様々な分野への女性の参画、そして国際の分野につきまし

て、課題及び施策の方向性を示しております。第一小委員会では、これらの分野につい

て、ご審議をいただきたいと思っております。 

次に、２７ページにお戻りください。第二小委員会での審議事項は、こちらの基本目

標Ⅲ【職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現】でご

ざいます。 

こちらは、雇用、多様な就業、ワークライフバランス、農山漁村、地域と、広範囲な

分野にわたり、課題及び施策の方向や概要を示しております。第二小委員会では、これ

らの分野について、ご審議いただきます。 

なお、このうち課題１０「人々が安心して暮らせる環境の整備」につきましては、国

の計画の構成を勘案いたしまして、このあとご説明する第三小委員会の審議事項とさせ

ていただきます。 

次に、もう一度２８ページをお開きください。第三小委員会での審議事項は、基本目

標Ⅳ【女性の人権が推進・擁護される社会の形成】と、先ほど申し上げました基本目標

Ⅲの課題１０「人々が安心して暮らせる環境の整備」でございます。こちらは、高齢者

や障害者などが安心して暮らせる環境のほか、あらゆる暴力の根絶や女性の健康支援な

どについて、課題及び施策の方向性を示しております。第三小委員会では、これらの分

野とあわせ、ＤＶ防止計画の改定についても、ご審議いただきたいと考えております。 
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次に小委員会の構成や進め方等についてご説明いたします。再び、資料２の小委員会

設置要綱の案をご覧ください。中ほどの、第３条でございます。小委員会は、審議会会

長が指名する委員で構成することとしております。 

次の第４条では、小委員会に委員長を置き、委員長は審議会会長が指名することとし

ております。 

また、同条第３項におきまして、委員長はあらかじめ職務代理者を指名することとし

ております。 

次の第５条では、小委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となることとして

おります。 

次の第６条では、審議の状況を確認するため、委員長会議を開くことができ、この委

員長会議は、審議会会長が招集することとしております。 

なお、要綱上に記載はございませんが、委員長会議には、委員長の職務代理者にもご

出席いただき、各小委員会で出された意見について調整を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

説明は以上でございます。小委員会の設置並びに設置要綱の案について、ご審議をお

願いいたします。 

 

（八重澤会長） 

はい、ありがとうございました。ただいまのご説明いただきました第 1、第 2、第 3委

員会を設置することについて、ご承認いただけますでしょうか。ご承認くださる方は拍手

をもってお願いします。 

 

（一同、拍手） 

 

（八重澤会長） 

ありがとうございました。ご承認が得られましたので、小委員会の委員構成と委員長の

選任については誠に勝手ではありますけれども、ただ今から事務局より配布していただく

資料に記載されたとおり指名させていただきましたので、どうぞよろしくご確認くださ

い。 

まず、小委員会の委員構成は、記載のとおりとさせていただきます。 

また、第一小委員会の委員長は 中村委員に、そして第二小委員会の委員長は 高橋委

員に、第三小委員会の委員長は 久保委員にお願いしたいと思います。 

中村、久保両委員におかれましてはどうぞよろしくお願いします。 

なお、本日欠席の高橋涼子委員につきましては、後日、私の方から承諾を得たいと思っ

ております。何か不都合な方はいらっしゃいますか。 

はい。それでは、次に、議題（３）の「『男女共同参画計画』の策定並びに『配偶者暴

力防止及び被害者保護等に関する基本計画』の改定について」事務局から説明をお願いい

たします。 
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〇議題（３）「男女共同参画計画」の策定 並びに「配偶者暴力防止及び被害者保護

等に関する基本計画」の改定について 

（山岸男女共同参画課長） 

それではまず、いしかわ男女共同参画プラン策定の概要についてご説明いたします。資

料３の１をご覧ください。 

まず、「Ⅰ プランの位置づけ」についてでございます。当計画は、「男女共同参画社会

基本法」に基づく計画でございます。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」、いわゆる「女性活躍推進法」に基づく推進計画としても位置づけされておりま

す。 

現在のプランの計画期間は、平成２３年度から令和２年度までの１０年間で、平成２８

年３月に改定をしております。 

その下の「Ⅱ 現プランの基本目標と課題」でございますが、記載のとおり５つの基本

目標と１５の課題を掲げ、これに基づき各種施策を進めてきております。 

次に、真ん中になりますけれども、「Ⅲ プラン改定時の方針」をご覧ください。平成２

８年に改定を行いましたが、その際、基本目標及び課題は変更せず、プランに基づいた施

策を着実に行うため、特に記載しております、「働く女性の活躍推進」、「地域での男女共

同参画の推進」、「女性に対する暴力の根絶」、この３つを強化するポイントとして、記載

のとおり重点的に取り組んできたところでございます。 

次に、右側の、「Ⅳ 現プラン策定後の変化」についてでございます。 

まず、県民意識の変化につきましては、５月２２日から６月３日にかけて県民意識調査

を実施し、現在集計にとりかかっているところでございます。この結果に基づき、平成２

７年の前回調査からの経年比較等を行い、意識の変化を把握してまいります。 

 調査内容については、本年２月に開催した当審議会において皆様からいただきましたご

意見を踏まえたものとなっております。調査票は、参考資料３としてお配りしております

が、説明は割愛させていただきます。 

 その下の 社会情勢の変化につきましては、「人口減少社会における生産年齢人口の減

少」のほか、「女性就業率の向上」、「雇用環境の変化」、そして「配偶者等からの暴力防止

対策の必要性の高まり」、それに加えまして、「性暴力の顕在化」、そして、このたびの

「新型コロナウイルス感染症拡大を契機とする社会の変革、人々の行動の変容」を挙げさ

せていただきました。 

その下の国の動向でございます。国におきましては、第５次男女共同参画基本計画を本

年中に策定予定でございます。現在、検討作業が進められておりますほか、「女性活躍推

進法」の改正や「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」の決定がなされております。 

続きまして、資料３－２をご覧ください。こちらは、新プラン策定に向けました基本事

項や策定の方向などについてでございます。 

はじめに「Ⅰ プランの基本事項」についてでございます。左側に現プラン、右側に新

プランの方向を記載しております。 

まず、１の計画期間につきましては、新プランの計画期間を、令和３年度から令和１２
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年度までの１０年間と考えております。 

 次に、２の全体の主な構成でございます。現プランは、基本理念、基本的視点、計画の

体系といった構成となっておりまして、新プランにおきましても同様の構成にしたいと考

えております。 

 このうち、基本理念は、現プランと同様、県の男女共同参画推進条例に掲げられた理念

に基づいたものとしたいと考えております。また、基本的視点及び計画の体系につきまし

ては、この後ご説明する「新プラン策定の方向」を踏まえ、検討してまいります。 

次に、右側の「Ⅱ 新プラン策定の方向」についてご説明いたします。まず、１とし

て、県民意識調査の結果や数値目標の達成状況から、本県の特徴や、これまでの取組の成

果と課題を検証するほか、２として、先ほど資料３－１でご説明した、現プラン策定後の

社会情勢の変化も踏まえ、３に記載しております、国において検討中の第５次男女共同参

画基本計画を勘案した内容で策定してまいりたいと考えております。 

 なお、国の第５次男女共同参画基本計画は、令和２年中に策定予定で検討作業が進めら

れておりますが、７月２日に開催されました第５次基本計画策定専門調査会において骨子

案が示されました。こちらにはその骨子案の柱を記載しております。 

 具体的には、「Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大」、「Ⅱ 安全・安心な暮らしの

実現」、「Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備」、この３つの柱と、その下に、

重点的に取り組む１１の個別分野が挙げられております。骨子案の本文につきましては、

お手元に参考資料１として配付しておりますので、また内容をご確認いただければと思い

ます。 

 資料３－２の右側に移りますけれども、いまほど申し上げました国の新たな基本計画の

骨子案に合わせまして、新プランにおける「想定される策定のポイント」を視点としてお

示しさせていただきました。こちらは先ほど申し上げました国の新たな基本計画の柱立て

ごとに記載をしております。 

 まず、「あらゆる分野における女性の参画拡大」につきましては、 

１つ目の、ワークライフバランス等の実現として、長時間労働の削減や多様で柔軟な働き

方等の実現に向けた啓発と、男性の家事・育児等への参画の促進を、２つ目の、ポジティ

ブ・アクションの推進等による女性の参画拡大として、女性管理職の登用・育成などを挙

げさせていただきました。 

 その下の、「安全・安心な暮らしの実現」につきましては、１つ目の、女性に対するあ

らゆる暴力の根絶として、性犯罪・性暴力対策の強化とＤＶ相談・支援体制の充実、２つ

目の、男女共同参画の視点からの防災の取組として、防災分野への女性の参画拡大などを

挙げさせていただきました。 

 その下の、男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備につきましては、育児・介護の

支援基盤の整備として、保育人材の確保、子育て支援策の充実や、介護支援策の充実など

を挙げさせていただきました。「いしかわ男女共同参画プラン策定の概要について」の説

明は以上でございます。   
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続きまして、資料４をご覧ください。配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計

画、いわゆる「ＤＶ防止計画」の改定の方向性についてご説明いたします。 

まず、「１ 計画の概要」についてでございます。ＤＶ防止計画は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆる「ＤＶ防止法」に基づく計画として位置

づけられております。 

本県では平成１７年１０月に策定し、その後、平成２８年３月に改定しております。計

画期間は定めておりません。 

次に基本目標ですが、本計画では、記載の５つの基本目標を掲げ、その下に、記載は省

略しておりますが、１７の課題を設けております。これに基づき、配偶者等からの暴力の

ない社会の実現を目指した施策の推進に取り組んできたところでございます。 

次に、「２ 改定の背景と国の動き」についてでございます。国におきましては、近年の

児童虐待件数の急増や、児童虐待とＤＶが重複する死亡事例の発生などを踏まえまして、

児童虐待防止対策を抜本的に強化することとされました。 

この決定に基づき、その下のひし形の四角に記載のとおり、児童虐待防止法などの関係

法令の改正とともに、令和元年６月にＤＶ防止法が改正され、ＤＶ被害者保護のために連

携・協力すべき機関として「児童相談所」が明記されました。 

さらに、法の改正施行に併せて、県のＤＶ防止計画の指針となります国の基本方針が令

和２年３月に改正されました。こちらの主な改正内容といたしましては、まず、①とし

て、ＤＶ被害者の保護にあたり、相互に連携すべき関係機関として児童相談所が追記され

ました。 

次の②として、配偶者暴力相談支援センターの要保護児童対策地域協議会への参画等が

記載されました。これは配偶者暴力相談支援センターと児童相談所などの児童虐待対応部

署との連携強化を図ることを目的としたものでございます。 

 ③の、「ＤＶ対応と児童虐待対応を行う関係機関の連携協力における実効性の向上」で

ございます。こちらでは考え得る対応を関係機関が積極的に共有して適切に対処すること

が重要であるということから、ガイドラインの作成や研修の拡充等により、その実効性を

向上させることの必要性が示されました。 

ここで参考資料として配布しております参考資料２をご覧ください。この参考資料に

は、３月に改正された国の基本方針でございます。表紙をおめくりいただきまして、参考

資料２－１をご覧ください。 

 こちらに国の基本方針の改正の概要をお示しさせていただきました。法改正に伴う改正

として、今ほど説明させていただきました３点を含め、ア～オの５つの項目とその内容を

記載しております。そして、次のページからは、国の基本方針の本文になりますので、こ

ちらは後日ご確認いただければと思います。 

 それでは、資料４にお戻りいただきたいと思います。 

下のほうに大きな矢印がございますけれども、その右側の、「改定の必要性」をご覧くだ

さい。 

 １つ目の丸、「ＤＶ防止法および国の基本方針の改正」でございます。本県のＤＶ防止
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計画は、ＤＶ防止法や国の基本方針が見直された場合及び新たに盛り込むべき事項が生じ

た場合に見直すこととしており、このことから改定が必要になったものでございます。 

 その下の「前回改定後の変化」につきましては、「いしかわ性暴力被害者支援センター

（パープルサポートいしかわ）」を平成２９年１０月に開設し、性暴力被害者への支援の

取組を進めてきたことや、その下の県民意識の変化、現在集計中の県民意識調査の結果を

反映する必要があると考えております。 

  これらの改定の必要性を踏まえまして、「３ 改定の方向性の案」をお示しさせてい

ただきました。 

まず、１つ目は、配偶者暴力相談支援センターと児童相談所との連携強化など法改正の

反映でございます。こちらにつきましては、先にご説明したＤＶ防止法の改正およびこれ

に伴う国の基本方針の改正内容を踏まえたものを想定しております。 

２つ目は、現状に則した文言や数値等の反映でございます。性暴力被害を受けたＤＶ被

害者の方に対する支援について追記しますほか、今年実施した県民意識調査の結果の反映

を想定しております。 

以上につきまして、今後、新プランと併せてご審議いただきたいと考えております。 

議題３の説明は以上でございます。 

 

（八重澤会長） 

はい、ありがとうございました。とても幅広く、盛りだくさんな内容なので、ちょっと

理解するのに時間がかかるかもしれませんが、何かお気づきになられたことがありました

ら、どうぞここで委員の方から質問、あるいは意見等、あるいはご感想でもおうかがいで

きればと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

（浅野委員） 

久しぶりに出てきたのでお話させていただきたいなと思うんですが、今まで扱ってきた

児童虐待とＤＶは連携していくと思うんですが、今新たに世の中が本当に変わってくると

思うんです。 

これから、コロナもそうですね。家族が貧困を、会社も含めて、貧困という言葉が代名

詞みたいになってくるような世の中に変わってくるときに、今までのこの文言だけでいい

のでしょうか。 

今のコロナ対策も含めてです、新たなこのウイルスに対するいろんなことが出てくると

思うんで、そんなもの含めて。この児童虐待、それからＤＶ、もうちょっとこのへんのこ

とを多方面でやれるような幅広いところを整理っていうか、法案としては難しいかもしれ

ませんが、東京なんか本当に、ＮＰＯやその他の団体、個人が、ひとり親支援をものすご

く力を入れてやっています。この辺の言葉を入れながら、「心」の取組をやれば、石川県

として、すごく早いんでないかなと思うんで、早めのこの手の部分を一つ入れていただく

と私はありがたいです。 

コロナ禍の自粛で、夫婦二人でいて、ずっと旦那さんがいたら、私でもイライラすると
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思うんですよね。そういう時の心の逃げ方とか、行ける場所とか、心の切り替えができる

ような、児童相談所だけでないようなものを、大人の相談所っていうんですか。そんなの

を入れていただくといかがでしょうか。なかなか、文として、難しいでしょうが、是非入

れていただきたいなと思うんですよね。 

 

（八重澤会長） 

いかがでしょうか。今のご意見はどちらかというと単一のものだけではなくて、もっと

こう世の中のルールがこれから変わるので、理念というところで、もう少しこの地域の特

徴を出した書き込みが必要じゃないかっていうことと、もう一つは、じゃあ個々に見てみ

ると、子供の対策、ＤＶだとか子供の貧困対策のところでも、それこそまた理念と同じよ

うになるかもしれませんけど、地域の特徴を生かすか、あるいは地域性に基づいたプラン

の書き込みをしていただきたいという、そういう要望でよろしいですか。 

 

（浅野委員） 

はい、それで結構です。 

 

（八重澤会長） 

それで何かございますか。よろしかったら。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

はい。ありがとうございます。おっしゃる通りで、県の計画でございますので、地域性

をしっかりと反映してまいりたいと思います。そういった議論も小委員会でまた議論して

いただければと思います。 

新型コロナウイルスに関するものなんですけど、やはり国の示された骨子案の中でも、

様々なところに書いてありまして、例えば骨子案の 56ページに記載をされているんです

けれども、例えば新型コロナウイルスによる感染症の拡大というのは、社会的に弱い立場

にある者に、より深刻な影響をもたらしているというような記載もございます。そういっ

たものもぜひ勘案いたしまして、今後またご審議いただければと思っております。よろし

くお願いします。 

 

（八重澤会長） 

貴重な意見ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 

（早川委員） 

開催のご案内の中に質問の欄があったので、そこに書かせていただきました。浅野委員

のご意見にも関連します。Stay Homeのために、今までなかった問題がたくさん出てきま

した。一番大きな結果として、かえって家族間の関係が良くなった家もあるのですが、Ｄ

Ｖが増えたのではないか、子供の虐待も増えているのではないかと心配です。 
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今、私たちは、なるべく外に出たくない、複数の知らない人と会いたくないので、ＤＶ

のケースが分かっても、どうやってどこに行って訴えればいいのかわかりません。地域が

ほったらかしてたと、よくニュースで取り上げています。しかし、ケアをしてあげたくて

も、自分がドキドキするような毎日です。じゃあどうすればいいのか。メールなのか、ど

こか駆け込むのか、そういうシステムを何回もお聞きしてきました。 

プロ集団のシステム作りが早急に必要です。石川県で安心するようなシェルターやシス

テムができているのかどうか。毎回お聞きしています。 

コロナ禍という大きな出来事が降りかかってきた現状は避けて通れません。プロの集団

のシステムがあれば、連絡方法があるでしょう。しかし、見つけた時にどうすればいいの

か、個人個人はあまりよくわかっていません。きちっとしたシステム作りと一般の人への

周知をよろしくお願いします。 

 

（八重澤会長） 

お答えできますか。あるいはそのＤＶ、児童虐待の担当の方でご発言があれば。 

 

（福村女性相談支援センター所長） 

県の女性相談支援センターの福村です。着座にて少し話をさせていただきます。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、外出の自粛、あるいは休業などが行われてい

る中でですね、やっぱり生活不安やストレスによって、ＤＶや虐待の増加の深刻化ってい

うのが懸念されているところでございます。 

うちの女性相談支援センターにおいてはですね、配暴センターの機能も有しております

ので、関係機関とも連携をしながら、相談、保護、自立支援という、切れ目のない支援を

行っているところです。 

今回、ＤＶ法での基本的な方針の改正についてということで児童相談所との連携という

ところが明記をされてきているところです。特に、各市町に設置をされている要保護児童

対策地域協議会、ここに支援センターの方も、少し連携をしながらですね、ＤＶ被害者、

児童虐待というところの視点でですね、各市町の中ででも、連携がこれから進められてく

るというふうに思っております。 

県の女性相談支援センターでも、県の要保護児童対策地域協議会代表者会議の方に、セ

ンターとして参画をさせていただくというところですので、この要保護児童対策地域協議

会を中心にしながら、しっかりと連携を図り、切れ目のない支援を行っていきたいという

ふうに思っております。以上でございます。 

 

（八重澤会長） 

ありがとうございます。早川委員よろしいですか。何か新しいシステムのことについて

の言及は。 
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（早川委員） 

海外の例では、お役所や個人だけではなかなか解決ができないので、ボランティアがし

っかりしています。ボランティアの歴史も古いですね。ボランティアのグループが、資格

を持った人も入って、しっかりと DVと Child Abuseにサポートしています。例えば、ご

近所に DVや Child Abuseのケースが出ても、なるべく関わりたくないという人が多いで

す。通報できないばっかりに、小さい子供が死んじゃったニュースがたくさんあります。

特に今、複数の人が触れたくない、こんな時期にどうするか。アドバイスは見当たらな

い。もっと簡単に「こうすればいいんじゃない」か、アクセスしやすいシステムがあれば

いいなといつも思っています。 

ボランティアの力も大切です。もちろん行政、それからプロの集団、いろんなケアがあ

ります。保護したあと長い期間、ずっと子供のケアも必要、親のケアも必要です。 

本当に複雑な絡み合った問題なので、簡単にこういう協議会がありますとかだけでは信

用できません。何か本当にしっかりした、確固たるシステムが欲しい。そこに行けば、ま

たはそこにメールすれば、効果的に動き出すようなシステムがあるといいですね。 

 

（八重澤会長） 

まあ何かその新しいシステムを目指したような、取組が必要になるかと思いますが、久

保委員いかがですか。 

 

（久保委員） 

私も本当に今回のコロナウイルスで不安を覚えた一人です。もちろん皆さんそうですけ

ど、今まで考えたことがなかったようなことが起きました。私の家の中でも、ちょっとし

た価値観の差が、例えば、衛生に関するものなど、が明らかになりました。それは夫婦に

とっては大きなストレスの原因となりました。 

勤めている大学もテレワークが推奨され、基本的には授業その他の業務を在宅で行うこ

ととなりました。職場に行かなくていいから楽なんじゃないか、と思われるかもしれない

ですが、これまでにやったことがなかった不慣れな作業の連続となったため、夜中遅くま

でかかり、勤務時間も明確に分けられなくなり、実際の負担がとても大きいことも分かり

ました。 

授業などにおいても、これまでだと直接話して、学生の反応の様子から理解度を随時計

り、柔軟に対応してきたのだと思うのですが、それら全てを見えない学生たちに向かっ

て、書くことだけで伝えなければいけなくなりました。最低限に限られた手段で様々な事

を働きかけなければならないということが、正直に申しまして、生活でのストレスに加わ

り大きな負担ともなりました。 

私の場合はそれ以上の問題にはならなかったのですが、例えば耐えきれない不安や問題

を男性が明らかにする方法が、女性の場合と比べて、分かりにくく思います。女性相談支

援センターで受け付けてくださることは想像できても、そうすることに抵抗がある男性も

多いだろうと思います。現在、女性の様々な問題を、個人やその性の問題とするのではな
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く、家族の問題としてとらえるという傾向が強く見られるようになったと思います。その

中で男性がもっと気楽に相談できるようにしていただけたら良いのではないかと思いま

す。 

また、これは女性や男性に限る話ではないのですが、相談するにあたっての「新しいシ

ステム」が必要ではないかということを、先ほど早川委員がお話しくださいましたけれど

も、私もそう思います。 

例えば、今、中学生も多くがスマートフォンを持っています。そして学校への持ち込み

も認められるようになります。そのような状況に関連することで、興味深いと思ったの

が、いわゆる Zoom(ズーム)というソフトを使って大学生相手の面談を行った時のことで

す。実際に顔や表情を見ることができるということが、多くの情報をもたらしてくれるの

は確かなことで、例えば、学生の様子を知るためにいろいろ話す中で、表情を見ている

と、より多くのことがわかる事をあらためて確認しました。 

例えば、これだけスマートフォンが流通している中で、電話とメールだけを通信手段と

するのではなく、カメラが付いたスマートフォンの利点を利用してはどうでしょうか。実

際に顔を見て話が出来るシステムは、先ほどの Zoomなどのビデオ会議のシステムを用い

ると、システムとしては簡単に確立できるのではないかと思います。ただ、実際の運用に

ついては別の話です。職員の方の業務負担が確実に大きくなります。相談者の方も職員の

方も顔を見せるということになりますと、互いのプライバシーの問題も発生します。です

ので、慎重に議論されなければいけないと考えます。でもそこには現在の相談システムを

より有効にするための方法があると思います。担当の地域を細かく分割する必要があるか

もしれませんし、様々に大変なことがあると思いますが、顔を見て相談できるシステムに

することで、相談者の方の状況がよりわかるようになると思います。 

 

（八重澤会長） 

ありがとうございました。相談に関することで、ＤＶとか、子供の虐待ですとか、どう

も新たなフェーズに入っている。つまり、ＩＴを使った様々なことが、考えられて、これ

からまたもしかしたら県も何か考えていかなければいけないなというようなことを思いま

した。どうぞご参考までになさってください。何か今のことで、少しコメントがあれば。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

ありがとうございます。県におきましては、ＤＶ相談に限ったことをお話させていただ

きますけれども、現在、電話と面談ということで、実施しています。 

ＳＮＳを使った相談については、文字を使った相談ということで正確な意思の伝達がで

きるかということや、緊急時の対応がどうかわかりづらいということ、加害者に相談内容

を見られる危険性があるとか、そういった課題があるんですけども、今、コロナの関係

で、国が「ＤＶ相談プラス」という制度を設けまして、その中では、実際オンラインで

の、そういう相談をしている状況でございます。 

国は率先して、当面の間ということですけれども、やってくださっているという状況
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で、その中に必要に応じて女性相談支援センター、要するに配暴センターにつなぐという

ことを今されておりますけども、今、県単位でどこまでできるかっていうのは、ちょっと

まだ難しい課題もございますので、今後検討させていただければと思っております。 

 

（浅野委員） 

よろしいですか。 

 

（八重澤会長） 

はい。 

 

（浅野委員） 

すごく突拍子もない意見なんですけど。石川県でこういう設備をもってらっしゃるのか

なと思うのは、ＤＶや、虐待にしたところで、同じ箇所に同じ状態でずっといるっていう

ことに対してのストレスで相手を傷つけてしまうということ。石川県で、例えば、いろん

な施設もってらっしゃる、森林公園とか、私でさえ発狂しそうなこの一か月、ああいうと

ころにちょっと歩いてくるだけで全く違うんですよね。   

そこを家族で行く人もいる、ちょっとの時間、ボランティアの人が、連れ出してあげて

気分転換させてあげるとか、石川県の日曜や祭日にクローズされている建物があるところ

へ、そこへ連れていってあげられる新しいサービスのシステム作りだと思うんです。 

ただ、鎖つけておいてあるだけじゃなくって、こんな時こそ、極端に言うと、逃げ出せ

るところを開放する。気分転換できること。こういったことだけでも、生活の環境が違っ

てくると思うんですけど、そんなことも少し検討していただけるとありがたいかなと思う

んですが、これは難しいことだと思われます。公共施設を使うということは。 

でもこんな時は、これから公共施設だからこそ、こういうことを少しオープン化してい

ただけることもありがたいかなと。それでないと、このまま持ちませんし。旦那さんにし

たって、会社も行けない、何もできないストレスというのは、家に居て、奥様に色々言わ

れる。もう一度言いますけれど、同じ所に同じことをすることに対する「心のケア」です

から。病院、それから大きな家を持ってらっしゃる方、それから県の施設とか、何か切り

替えを少し協力すると、解決できるんでないかなって。 

あれもダメ、これもダメとマイナス発想からいくんじゃなくて、プラス思考から案を出

して、石川県がこういうことをやりましたっていう、特区みたいなものをつくる。特区の

考え方は。それだけでも随分違ってくるかなと思います。真剣に考えなきゃいけないとい

う要望です。 

 

（八重澤会長） 

確かに、石川県のコロナのページを見ると、シリアスなことがどばっと書いてあるの

で、例えばそこに今のような気分転換についての発信。このような公園とかありますから

お出かけくださいとかが下にちょっとでも書いてあると、もしかしたらほっとするのかも
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しれませんね。というようなことをどうぞご検討くださいということでよろしいですか。 

 

（浅野委員） 

はい。 

 

（久藤委員） 

資料の 4でございますけども、「ＤＶ対応と児童虐待対応を行う関係機関の連携協力に

おける実効性の向上」ということがですね、非常に気になるんです。 

これは今、基本計画やいろんな施策を考えていらっしゃるようですが、実効性の向上っ

て、今、どこまで実行しているんだろう、まだやってない部分はどこなんだろうというふ

うな疑問を抱くような文言でないかなと思うんですけども。 

いろいろと、皆さんの施策を拝見させていただいていますけど、本当に真実に最後ま

で、この物事が成就しているんだろうかという思いに至ることがたくさんございますの

で、この実効性の向上ということについてちょっとご議論いただきたいなと思います。以

上でございます。 

 

（八重澤会長） 

いかがでしょうか。今の問題は非常に具体的なご質問だと思います。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

国の基本方針に基づいて、実効性の向上と書かせていただいたんですけども、国の方も

あまり詳しい表記にはなっておりませんで、ここに書いてありますとおり、ガイドライン

の作成、連携の好事例の共有、研修の拡充等により、配偶者からの暴力、そして児童虐待

の抑制、関係機関連携のあり方に関する理解促進を図るということは記載しております。 

また、国のこういう記載を参考にしながら、石川県としてどうあるべきなのかというこ

とを、今後、検討、議論をいただければなと思っております。 

 

（久藤委員） 

私としては、石川県としての回答が必要だと思います。よろしくお願いいたします。 

石川県においては、パワハラ、子供の虐待、DVの問題を努力して、ゼロに近付くよ

う、男女共同参画審議会から発信して頂きたい。ぜひとも、お願い致します。 

 

 

（山岸男女共同参画課長） 

ありがとうございます。 

 

（八重澤会長） 

一つは数値の変化をもってね、それでそれが減ったのか、増えたのか。増えたら、それ
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はどうして増えてしまったんだろうかって。こんなことやってもおかしいんじゃないかと

かね。それが一つの反省材料というか、次のステップになりますから、データを出してや

っていただけたら、納得されると思いますので、よろしくお願いします。 

他にありますか。 

 

（菅村委員） 

資料の 3ですけれども、ポジティブ・アクションの推進について、今までは女性の管理

職の登用はとっても大切なので、それを進めてこられたと思うんですけれども、ジェンダ

ーギャップ指数のランキングを考えれば、政治分野に関する学習の機会とかそういうもの

をもう少し身近にできるような、環境があったらいいかなと思うんです。 

今まではどちらかというと、政治を避けてきたところがあって、でも法律ができたこと

だし、そこに女性が関心を持っていくという場も必要なんではないかなと思っています。 

ぜひ検討していただけたらいいかなと思います。 

もう一点ですけれども、性犯罪・性暴力の強化もそうです。もう一つ、性的マイノリテ

ィのことも、本当はどこかに、ＤＶ以外に入れていただけたらいいかなと思っています。 

 

（八重澤会長） 

いかがでしょうか。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

はじめの政治分野の関係でございます。国が出している骨子案の方にも記載はございま

すけれども、行政といたしまして公平性を確保しながら、国としては各政党に働きかける

ということをして、国も地方公共団体も、そういった現状とかを毎年お示しています。ま

た、男女共同参画の推進状況報告書などでもご紹介して、また各種の研修などでも、今お

示しさせていただいているところでございます。 

ちょっと行政がどこまでできるかということはあるんですけれども、例えば、いしかわ

女性基金、外郭団体になりますけども、そちらでは、様々な面から地域の女性がいろんな

挑戦をして、学習の機会を提供いたしまして、地域の中から、少しでもそういった方々の

興味を持っていただける機会をまた提供していければなと思っております。 

また、性犯罪・性暴力、パワハラ、性的少数者、こちらの方も、今回の資料では視点と

して示していますので、全部をお示ししていない部分もあるんですけども、もちろん国の

基本的な考え方にも載っております。 

国の骨子案については、今まで第 4次までは性犯罪としか表記がなかったんですけど

も、今回、「性暴力」という言葉が初めて出てまいりました。先ほど申し上げましたとお

り、国もこの 3年間、性犯罪・性暴力の関係で、対策の強化の方針を決定しているところ

でございますし、そちらの方も勘案しながら、またご議論いただければと思っておりま

す。 

また、パワハラなど各種ハラスメントについても、骨子案の方では、たくさんの記載が
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ございます。そういったところも、また、盛り込んでいく方向でいければなと思っており

ます。 

性的少数者の関係についても、国の方でもやはり記載がございます。 

今後また、小委員会でご議論いただけたらなと思っております。 

 

（八重澤会長） 

はい、ありがとうございました。大丈夫でしょうか。それでは少し議論を前に進めたい

と思っております。今、いろいろなご意見のある方は自分の中でちょっとまとめておいて

ください。 

次に、議題（４）の「策定・改定手続き及び主なスケジュール」につきまして、事務局

からご説明をお願いいたします。 

 

〇議題（４）策定・改定手続及び主なスケジュールについて 

（山岸男女共同参画課長） 

それでは、資料５をご覧ください。策定・改定手続き及び主なスケジュールについてご

説明いたします。 

まず、策定・改定の手続きでございます。下の図のとおり、知事からの諮問を受け、計

画策定並びに改定について、審議会の中に３つの小委員会を設置して、ご審議をいただき

ます。 

 小委員会でのご審議にあたりましては、その右に縦書きで記載しておりますけれども、

県の男女共同参画推進庁内連絡会議の関係各課も出席させていただくこととしておりま

す。ご審議いただいた結果を基に、一番右に記載しておりますパブリックコメントを実施

しまして、その意見も踏まえまして、最終的に審議会から知事に答申いただくこととなり

ます。 

 その下の、主なスケジュールでございます。小委員会は、上から２番目に記載のとおり

９月に開催を予定しております。その下、１１月から１２月にかけて、委員長会議を２回

開催いたしまして、骨子案から公表案までをご審議いただきまして、年明けには、右側に

記載しておりますとおり、県においてパブリックコメントを実施する予定でございます。 

その後、答申案についてご審議いただいたうえで、年度末の審議会で答申案を決定いた

だき、当審議会から知事に答申していただく予定としております。 

 なお、各回の委員長会議の開催にあたりましては、各委員に書面にて意見照会をさせて

いただくこととしております。 

 各委員のみなさま方には、会議への出席や意見照会が多くございますが、どうぞよろし

くお願いいたします。説明は以上でございます。 

 

（八重澤会長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見がありました

らご発言お願いします。 
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これは今までのプラン策定の流れと同様ですよね。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

これまでと同様です。はい。 

 

（八重澤会長） 

ほとんど不都合はなかったかと思いますので、はい。 

 

（早川委員） 

このパブリックコメントにもお願いがあります。「やりました」というのが全面に出

て、実際、よくうかがってみると、とても少ない人数の、例えば２～３人の人が、たくさ

ん意見を言って、合計が多かったというような取り方ではなく、ＩＴをもっと利用して、

いろんなところに幅広く何人もの意見が聞ければ嬉しいです。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

パブリックコメントを実施するにあたりましては、県政記者クラブに資料を提供いたし

まして、報道いただきますほか、県のホームページ、それから、毎週水曜に掲載しており

ます新聞広報、広報いしかわを通じて、幅広くお知らせしたいと思います。 

それに加えまして、若い人のご意見をいただけるように、ＳＮＳを通じた広報というの

も今できておりますので、そういったＳＮＳを活用した広報を行って、幅広い周知に努め

て参りたいと思っております。 

 

〇意見・質疑等 

（八重澤会長） 

他にいかがでしょうか。 

はい。それではですね、これで本日予定しておりました議題の審議をすべて終了いたし

ました。あと、時間は 10分くらいしかないんですけれども、皆さんの方で何かここで一

言、ご意見があればということで。特に、今回初めて委員になられた方で感想でも何で

も。初めて委員になられた 5名の方で何かどうぞ。 

 

（谷田委員） 

谷田です。今回初めて参加させていただきましてありがとうございます。正直、緊張し

ておりまして、どう話していいかわからないんですけど、実際私事にとらえましてです

ね、やはり働く女性の立場としましては、在宅ワークということも、私なんか本社からも

言われましたけれども、実際地方の会社では、どうしてもそれがかなわなかったんです

ね。その時の対応っていうものが、あまり会社の方も対応してくれなかったんで、いかが

なものかななんて思うところもありました。 

それもこれも、今のコロナのことに関係することなので、そういった課題がやはり、こ
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の事案によって浮き彫りになったのかなっていうところでありますし、自分のことだけで

はなく、多分他の方も一緒の思いをされていることもあると思うんで、そういったところ

で、働く女性の立場っていうか思いっていうものを、もう少し援助できたらいいなと思っ

ています。 

 

（辻󠄀委員） 

今回初めて、新任で出席いたしましたけど、会議の内容で、先ほど久藤委員がご質問さ

れ、そして要望もされましたけど、私、元々、人権擁護委員で、法務局に 2か月に 1回、

相談員として、朝 9時から 4時まで、電話当番という形で座らせていただいてるんです。 

日に 3件、4件ほど相談の電話があります。その中で、ＤＶの相談、子供の虐待の相

談、等々、それと高齢者のひとり住まいの虐待っていうか、そういった相談、大体その３

つが多いんですけども、それぞれに、私、人権擁護委員として相談を受けて、それを解決

はできないんです。 

法務局から、「解決はできませんから、それをどこかに相談してください」というまで

の相談まではしてくださいという話なんですが、その中で、「じゃあ子供の虐待には、こ

ちらの窓口に言ってください」という明確な窓口が見つからないというのが現状なんです

よ。 

ここへ言ったらどうですかと言った場合に、「いや、ここに電話しました。だけど、そ

れがまた法務局にまた戻って、電話かけたんです」という話が非常に多いということです

よね。 

ですから、それぞれの、まあ先ほど言ったように、プロフェッショナルの方が、行政な

んかに、窓口としておいでれば、そこで 1回で済む話が、あっちいったり、こっちいった

りという相談になるのは非常に多いということで、ぜひ、石川県としてですね、そういっ

た素晴らしいそういった窓口を設置できるように、ぜひ、よろしくお願いしたいなと思い

ます。私から以上です。 

 

（中村委員） 

いわゆる、たらいまわしというのが、どういうところで起こるのかというところの中

で、一つは、電話に出た方がよくわからなかったっていう場合もありますけれども、どこ

に言っても解決できない問題っていうのがあるので、私は法律的なアドバイスをするだけ

ですけども、法律的なアドバイスとしてはできるものがない場合に、例えば聞いてもらえ

るところなら、話だけ聞いてもらえるかなってことで戻ってくる可能性もあるので、一番

大事なのは多分、法律的とか、そういうことで解決できないような問題をどこで受けとめ

てあげるかというところなのかなと最近思うようになりました。 

そういう意味では、人権擁護委員の窓口が一番、最後の拠り所になるのかなというとこ

ろがありますけれども。 
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（西田委員） 

コロナのことも出てましたけれど、やはり非日常なことが日常になったりとか、日常が

非日常になったみたいなことで、今までのその考え方では、考えられないっていうか、そ

ういうふうになってきてるんじゃないかなというふうに思います。 

私どもは企業の方をお助けする立場での仕事をしてるわけですけれども、国や県や市が

いろんな支援策とかしてますけれども、その情報にたどりつくってのは実は難しいという

ことがあるわけですよね。お客様としてはその情報を知りたいんだけども、どこに行けば

その情報を知ることができるかというのが非常に難しいというのを、私どもも痛感しまし

た。 

ですので、私ども会議所が、お金を使って支援することはできないわけですけれども、

行政が行う支援策を求めてらっしゃる方に対して、どんな施策があるのかっていうのを、

ワンストップでわかるように、うちのＨＰとか、それから、通常はそういうことはしない

んですけども、臨時の会報みたいなものを発行しました。 

特に私どもの会員さんっていうのは、小規模事業者といいまして、従業員の本当に少な

い、製造業とかですと 20名以下、商業サービスだと 5名以下になるところを小規模事業

者等というんですけれども、ほとんどがそういう方で、パソコンを使えないという方がや

っぱり多いんですよね。 

ですので、ホームページだけでその情報をお届けできるかっていうと必ずしもそうじゃ

ないので、印刷物も作って全会員の皆様にもお配りしたというようなこともあります。と

いうことで、この審議会のこととは、ちょっと違うかもしれませんけど、今議論されてる

ように、やはりその情報とか、その悩み言うのにをどこに行けばいいかという情報を的確

に出すということはとても大事で、それを皆さんで検討していくのはとても大事なんじゃ

ないかなというふうに改めて思いました。はい、以上です。 

 

（松崎委員） 

松崎です。私が思ったのは、例えばＤＶのことなどの課題をこの会議で考えていくわけ

でありますが、統計の提示がないのでどういう事象がどのくらいあったということが分か

らず、返答がしにくいというのが正直な感想です。 

例えば、ＤＶなどに関する広報として、ＳＮＳやホームページがあるというお話でした

が、ＳＮＳに登録している人数や閲覧している人数も分かりませんので、そのことを資料

にしていただいたら、具体的意見が言いやすいと思いました。 

また、スマートフォンの活用の話も出ましたが、今の時代は個人に対してダイレクトに

案内が届きやすく、相互の連絡がしやすいということから、完全にパソコンではなく、ス

マートフォンの流れになってると思います。 

例えば私のスマートフォンには、Yahoo！の防災速報のアプリが入っているんですが、

それには防災に関する情報と警察からの犯罪や事故に関する情報が位置情報を使用して送

られてきます。 

この「Yahoo！防災速報アプリ」の内容に含まれるかわかりませんが、そのようにアプ
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リで適宜ＤＶなどの対応策や相談窓口の情報を送り、悩んでいる方がスマートフォンを通

して、ダイレクトに相談できるようになれば非常に良いと思いました。 

 

 

（三野委員） 

初めて参加させていただいて、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

学校も 2ヶ月間の長い休業になりまして、本当に子供たちと、それを支えるお母様方に

ご苦労をかけました。コロナのせいで手助けができないことが非常に多かったです。 

その中で、本来ですと、3世代であれば、家族の中、親戚の中で問題が解決できる。そ

ういう温かい繋がりっていうことが、本当に今大事だなってことが改めて感じました。 

孤独を感じてらっしゃる方がたくさんいます。虐待等、様々な問題を地域でも解決でき

れば、私もいいなって思います。これも、いろんな方面のスペシャリスト、いわゆるゴレ

ンジャーのような方が、各地域にいて、すばやく解決できるといいな、なんてことを今日

感じました。 

2点目は、新しい教育の方向に、キャリア教育というのがございます。今度キャリアパ

スポートっていうのが入ってまいりますけれども、そういえば、女性が政治に、関心を持

つような、何かお話を聞く会でありますとか、女性が活躍する具体的な生のお話をです

ね、学校の中に引き入れて、どんどんやっていけたらいいなっていうことも感じました。

以上でございます。 

 

（松崎委員） 

先ほどの統計がないという話、この参画プランの冊子に一部あったということを今発見

しました。申し訳ございません。 

ただ、統計に関するポイントや今後の課題についての説明があった方が、この会議の参

加者全員が問題点をより共有できると思います。ぜひご検討をよろしくお願いします。 

 

（田中委員） 

いくつか、話をしたいことを感じながら、今、聞いていたんですけど、簡単なところか

らいくと、今後のスケジュールなんですけれども、一番最後の資料の下にスケジュール予

定があるんですが、委員長会議以外に、委員長ではなく、一般の委員が集まる会議という

のは、今後は、9月のところだけですかね。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

予定では、9月の小委員会、そして一番最後にあります、3月の第 2回の審議会、こち

らの方に出席していただくことになります。そのほかの委員長会議につきましては、意見

聴取ということで、ご了承願いたいと思っております。 

 

（田中委員） 
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その他については、こういった資料が送られてきて、何か意見があれば返すということ

になるんですね。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

はい。そうでございます。 

 

（田中委員） 

私、今回資料を事前に送っていただいて、拝見したんですけれども、やっぱり現状がい

まいちよくわからない。資料を見ても、ちょっとよくわからないというところがあってで

すね。私が、理解がいまいち不十分なのかもしれないですけれども。 

実際、今、何で困ってる問題があって、現場は常に皆さん頑張ってらっしゃると思うの

で、これ以上、もっと頑張れっていうだけだったら現場が苦しくなるんじゃないかなって

いう気もしてるので、現場の職員の方も楽になって、かつ、そうすると受ける方という

か、やっぱり働いている方に余裕がある状況での仕事ができるといいなと思うんですけ

ど。 

どんな問題があって、どこが足りなくて、私たちはどこに向かって、考えてあげればい

いんだろうっていうのが見えないまま、資料だけで見てても、よくわからなくて今日うか

がえたら、こういうところを私たちはもっと考えていければいいんだなっていうイメージ

がつくのかなと思ったんですが、ちょっと、そこまで今日私の理解がいたらなくてです

ね。 

今後またこんな形で資料が届いて、これでいいかどうかということだけ聞かれて、返事

ができるんだろうかというところを、ちょっと不安に思ってしまったのです。こういった

機会、今後の十年間の計画に関わらせていただくって、すごく貴重な機会だと思ってます

し、すごく責任は重大だなと思う反面、こんなににわからないまま、意見を言っていいん

だろうかとか、何かこれでいいですよという断言すら不安を覚えるところがあったので、

もちろん皆さんがすごく考えられた上で提示してくださったことだと思うので、それ以上

は何も言えないかなっていうのと、ちょっと今後のやりとりに関して、私はちょっと不安

を持ちましたというのが、１点でした。 

もう 1点、もし集まるってなった折に、ＰＴＡも 2ヶ月間ぐらいやっぱり会議が全くで

きなくてですね。金沢まで県内から集まってくるということができなかったので、もし今

後、集まるっていう機会に、コロナが、今、石川県内は大丈夫なんですけれども、今後、

感染の状況によっては、こういった対面の会議ができないとなった折に、さっき先生がお

っしゃっていたような Zoom会議みたいなものを使ってオンラインで協議するということ

を、こちらの会議でも考えてらっしゃるのか、もう本当に書面だけで、終わってしまうの

かどうなのかなということもちょっと気にかかったんですが。 

 

（山岸男女共同参画課長） 

すいません。本当に今日の資料につきましては、あくまでも方向性ということで、具体
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的なでき上がりが、先に示したこれになるんですけども、（山岸課長、冊子を掲げて見せ

る。）ここまではまだ全く至っていない状況でございます。 

これから、こういう中身を事務局としては、またご審議いただきながら作っていくとこ

ろですので、本当、今回の資料はあくまでも方向性ということですので、いろいろと説明

不足のことがあったとは思っており、本当に申し訳ないと思ってますけど、それからま

た、細かくお示ししていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。 

そして、審議会なんですけども、国の方も今の第 5次の計画に向けて、11月頃からや

ってるんですけれども、コロナの感染が拡大した 3月ぐらいは、やはり書面審議というこ

とで進んでいました。 

私たちも、もしそういう事態になればまた、書面審議で意見をいただくことになるか、

まだ、ちょっとオンラインというのは、また皆さんがお忙しいこともございますので、ま

た検討はさせていただきたいと思います。そういう事態になったらまたご相談させていた

だきたいと思います。 

 

（田中委員） 

ありがとうございます。ちょっと理解不足なので、またいろいろご迷惑をおかけするか

と思いますが、お願いします。 

 

（髙田委員） 

僕は、今回初めて参加させていただいたんですけども、これまで、女性医師が担当をさ

せていただいて、女性医師の方は、社会参画がほとんど進んで就労環境もほとんど整って

いて、むしろ女性医師の自覚の問題というレベルに入っているので、ようするにモチベー

ションをどう持ち続けるのかというところの問題に入ってきている。 

ちょっとここで、1点だけ、コロナウイルス感染症っていうのは、ずっと人類がウイル

スや細菌と戦っている中で、たまたましばらく、スペイン風邪以来なかっただけ。 

第 1回戦のコロナ封じ込め作戦は見事に失敗しました。それから、第 2回戦が今で、共

存っていうのを目指したわけですけども、どうもこれも失敗しそう。 

そうなると、ウイルスをどうやってか抗体を作って封じ込めるしか解決方法がなくなっ

てくるわけですけども、抗体の持続時間が非常に短いというのがわかってきて、社会生

活、社会の形態そのものをすべて変えていかないと上手くいかないのではないのではない

かなと。                 

例えば病院でいいますと、実は小児科に患者さん来なくなりました。こんなに来なくて

いいのかと思うくらい、もう５１％しか来ていないです。もうワクチン接種をしないんで

す。検診もしない。そのくらい医療抑制が非常に大きくなっているのと、 

それから、今、女性の職場で、看護師さんなんかは代表的職場ですけど、もう働く人の

職場ではなくて、人が上手に働ける職場に、根本から変えていかないといけないという時

代で、ちょうどコロナがあるから、女性の働き方とかっていうところにも、既存の考え方

が少し変えていって、新しい取組をしていくチャンスが逆に生まれてくるんではないかな
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と思っています。以上です。 

 

（八重澤会長） 

最後は糸崎さん。 

 

（糸崎委員） 

皆さんすべて言っていただいたというところなのかなと思いますし、先ほど髙田委員の

話もありましたけど、このタイミングでの、改定ということで、今まで私たちが通常やっ

てきたことのやり方を考え直すという意味では、男女共同参画においても、こういった部

分を変えてきたらなというふうに思っておりますし、私自身は、労働者側のいろいろお話

を聞く立場でお仕事をしているという部分で、今回第 2小委員会に入れていただいたのも

本当にありがたいなというふうに思っておりますので、また精一杯、今後十年間に向けた

策定に、微力ですが力添えしたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 

（八重澤会長） 

それでは、今日、審議会において、マスクという大変な障害物があるにも関わらず、積

極的にご発言をいただき、ご協力ありがとうございました。それでは、これをもちまし

て、マイクを事務局にお返ししたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（大滝男女共同参画課参事） 

八重澤会長、ありがとうございました。 

今後、委員の皆様方には、審議会はもとより小委員会にも参画して頂くことになります。 

 お忙しいとは存じますがご協力、ご指導をお願いします。 

なお、小委員会の開催については、皆様のご日程を調整の上、後日改めて、通知を差し上

げます。 

また、本日お配りしました「男女共同参画プラン」と「ＤＶ防止計画」の冊子につきま

しては、今年度に開催されます小委員会、審議会などの際に、ご持参いただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇閉会 

（大滝男女共同参画課参事） 

 これをもちまして、令和２年度第１回石川県男女共同参画審議会を終了します。ありが

とうございました。 

 

 


