
○自見はなこ君 おはようございます。自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いい
たします。 
 本日は、女性の職業生活に関する活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の
概要について質問をさせていただきたいと思います。 
 いただきましたお時間が八十五分と大変長いということがありまして、全体を三つに分
けて質問をさせていただきたいと思っております。 
 初めに、前段の部分は、パートワンでありますけれども、今回の法案で示されている計画
やハラスメントに関しての部分を中心に御質問をさせていただきまして、その次に前提と
なる女性の健康、特に生殖に関することに関しても含めてお伺いをし、最後に女性医療職の
働き方についてお伺いをさせていただきたいと、こういう三本立てでいきたい、たどり着き
たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 
 また、ちょっと八十五分長いですので、最後までたどり着きそうじゃないときは委員各位
の御声援賜りますよう、心からお願いを申し上げます。 
 それでは、質問に入らせていただきたいと思います。 
 日本では、御承知のように少子高齢化が進みまして、生産年齢人口自体は減少に転じてい
るものの、労働力の調査によれば、平成二十四年から三十年に関していえば、実は就業者と
いうのは大変大幅な増加をしております。三百八十三万人増加をしていると言われており
ます。その三百八十三万人のうち、約七五％である二百八十八万人が女性で、そして男性は
約二五％で九十五万人であるというふうに言われておりまして、女性の就業人口の増加が
顕著であるということが言えると思います。 
 昭和六十一年、男女雇用機会均等法が施行された際には女性の就業率は五三％であった
ものが、平成三十年には七〇％に上昇し、年齢で区切り、二十五から四十四歳を見れば、女
性の就業率は五七％から七六％にまで伸びてきております。その伸びの中でも、特に平成二
十四年からの上昇幅というのがそれまでの伸びよりも急激な上昇を示しているところでご
ざいます。 
 この女性の就労環境整備におきましては、男女雇用機会均等法以降、平成三年の当時の育
児休業法、そして平成十五年の次世代育成支援対策推進法とで職業生活と家庭生活の両立
というものが法律的にも整備され、そして各種施策も推進された、そういった結果でもある
というふうにも思っております。 
 また、女性の働く数自体も増え続けてきたことは先ほど申し上げたとおりでございます
けれども、平成二十七年そして二十八年には正規雇用の増加が非正規雇用の増加を上回っ
ております。しかし、半数以上は非正規雇用というのは実態として依然としてございますし、
また女性労働者が正規雇用であったとしても、管理的職業的な地位に就くということは全
体の割合の中では一五％と、依然として国際的には大変低いままであるということ、それか
らＭ字カーブも顕著であるということ、男女の賃金格差など課題が多いというのも現状で
ございます。 



 こういった構造上の問題も指摘されているところでございますけれども、個々の労働者
ということで目を転じてみれば、女性特有の健康に関する悩みでありますとか、あるいはセ
クシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどの、これは男女共にでもございますけれ
ども、こういった問題も浮き彫りになってきたということであります。そして、これらの問
題が浮き彫りになり、同時に、社会でも広く取り上げられるようになってまいりました。 
 このような背景の中、平成二十七年、二〇一五年でありますけれども、女性活躍推進法が
成立をし、そして女性の就労環境の整備に関しては、事業主においては、当然ながら女性を
採用することと、加えて、男性の意識改革や育児参加などについて取組を推進していく必要
があるということで、項目立てというものまで行っていただきまして、三百一人以上の事業
者においては行動計画の策定、そしてそれらの計画を、そして計画と結果も含めて公表を義
務付けるということで、更に一層の推進を政府としても推し進めてくださったところでご
ざいます。 
 今回はその三年後の見直しということでございますが、働き方改革が今年の四月から実
施されていることから考えても、今回の法改正がその相乗効果となって、育児と仕事、ある
いはそれぞれのワーク・ライフ・バランスの中で、以前よりも働きやすい環境が多くの女性
にとってもたらされるものではないのかと大きく期待をしております。 
 そこで、一問目でございますけれども、根本厚労大臣にお伺いをいたします。今回の法改
正の内容も含めてでございますけれども、大臣の意気込みを是非お聞かせください。 
○国務大臣（根本匠君） ただいま委員から女性の就業率の推移、あるいは就業の推移や現
状、そしてこれまでの施策の取組についてお話がありました。 
 委員もお話がありましたように、少子高齢化あるいは社会経済情勢の変化が急速に進む
中で、女性活躍を更に推進するとともに、働き手や働き方が多様化する中で誰もが安心して
活躍できる就業環境を整備する、これが大変重要な課題であると思っております。 
 今回の法案では、女性活躍推進法について、女性活躍推進に関する行動計画策定や情報公
表の義務の対象企業の拡大などを行うとともに、職場におけるパワーハラスメント防止の
ための事業主の措置義務の新設やセクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を行っ
ております。先ほど相乗効果というお話もありました。 
 こういう法律、法改正を進めることによって、現在、今政府を挙げて働き方改革の取組を
進めておりますが、要は、今回の法案とも相まって、誰もが能力を十分発揮し生き生きと働
ける社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでいきたいと思います。 
○自見はなこ君 大変力強いお言葉、ありがとうございました。 
 我が国では、企業数は四百万社を超えると言われていますが、三百人以上の従業員の規模
を持っている企業数というのは、そのうち一％に満たないという現実がございます。今回、
計画等を義務化として対象を広げた百一人以上としても実は一・五％ということでありま
すけれども、ただ、パワハラ、セクハラ対応などの施策の部分は皆に共通するものがござい
ます。 



 今までの社会の風習や企業風土などを一気呵成に変えていくということは大変難しい部
分もあるというのは重々承知をしておりますが、こうした施策を粘り強く行っていくこと
で世の中が少しずつでも変わっていく、そういったことを一歩一歩積み重ねていきたい、私
たちの役目も含めてでありますが、大きく政府にも期待したいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。 
 それでは、次の質問に移りたいと思います。 
 女性活躍推進法における行動計画の策定や情報公開等の義務の履行状態はどのようにな
っているのか、教えてください。 
○政府参考人（小林洋司君） お答えいたします。 
 常時雇用する労働者が三百一人以上の事業主に行動計画の策定が義務付けられておるわ
けでございますが、義務付けの対象企業一万六千五百二十九社のうち一万六千四百九社、九
九・三％から計画策定の届出をいただいておるところでございます。また、三百人以下の中
小企業につきましては努力義務となっておるところでございますが、現時点で六千四十一
社から計画策定の届出をいただいておるところでございます。 
 また、女性の活躍に関する情報の公表についてでございますが、公表が義務付けられてい
る企業につきましては、計画と同様、ほぼ全ての企業に取り組んでいただいておるところで
ございます。また、独立行政法人労働政策研究・研修機構が昨年実施をいたしましたアンケ
ート調査によりますと、平均して三・三項目の公表をいただいておるところでございます。 
○自見はなこ君 九九・三％ということで、大変高い数字だと思っております。 
 三百一人以上の企業においてのこのような大変熱心な取組というものがあって、社会全
体を牽引していく役割も担っていただいているということを、改めて敬意を表したいと思
っております。 
 また、社員を大切にするということで、健康経営という言葉ですとか、あるいはホワイト
銘柄ということも、これ経済界の取組もより一層その動きを加速をしてくださっているこ
とと思いますので、これら経済界との活動も併せて、今後一緒になってやっていきたいと思
っておりますので、御指導賜りますようお願い申し上げます。 
 続きまして、学生さん、就職活動をする学生さんたちにとって大変重要な課題だと思いま
すので、質問をさせていただきます。 
 最近では、就職活動をする学生さんが就職先を選ぶその最も大きな要因の一つであろう
と言われているのが、やはりブラックではないホワイトだということで、健全な労働環境と、
そして同時に、仕事へのやりがいということだというふうに思っております。 
 企業においては、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定や情報公開、情報開示が一定程
度進みつつあるというのは先ほども御答弁いただいたとおりでございますけれども、今後、
一層女性が活躍する環境をつくっていくためには、女性の学生さんなど、ユーザーがこうし
た情報に触れられるようにすることで女性活躍に取り組んでいる企業に人が集まっていく
仕組みをつくることが大変重要であるというふうに考えております。 



 この点で、現在、厚生労働省が運営をしている女性の活躍推進企業データベースでは、各
企業がデータベースに登録した情報を学生や求職者など誰もが閲覧でき、また、各企業の情
報を比較したりすることもできるようになっていると伺っております。 
 本データベースについて、現在の企業情報の掲載などの状況について教えていただけた
らと思います。 
○政府参考人（小林洋司君） 御紹介いただきました女性の活躍推進企業データベースでご
ざいますが、企業が女性活躍推進法に基づく情報公表を行うツールとして、厚生労働省にお
いて運営をしておるデータベースでございます。登録した企業の女性活躍に関する情報が
集約されておりまして、これをインターネット上で比較することができますので、女性活躍
の推進に積極的な企業というのが学生始め労働市場で選ばれるということになっておるわ
けでございます。 
 このデータベースにおけます情報公表の状況でございますが、平成三十一年三月末時点
で約一万社にこのデータベースでの情報公表を行っていただいておるところでございまし
て、このうち三百一人以上の大企業が約七千社というふうになっておるところでございま
す。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 
 今の御答弁の中でもございましたけれども、データベースの上では三百一人以上の企業
が約七千社、そして努力義務の三百人以上の企業も含めれば一万社以上の企業のデータが
公表されており、就職活動をしている学生さんにとっても大変有用なものになりつつある
ということでございます。 
 しかしながら、今回、新たに女性活躍推進法の義務の対象となる百一人以上三百人以下の
企業は三万社あるというふうに言われております。また、百人以下の企業に関しては四百万
社ということであるということも踏まえれば、より一層データベースが活用されるような
取組が必要であるというふうに考えております。この点で、女性の学生等が利用しやすいデ
ータベースにするということが一つの大きなポイントになってくると思っております。 
 女性の学生さんなどに対しまして、より一層活用されるように、すぐ欲しい情報が見られ
るようにするなど、ユーザビリティー、そしてアクセシビリティーの向上を図るということ
が大変重要であると思っておりますが、どのような取組を行っているのか、教えてください。 
○政府参考人（小林洋司君） お答えいたします。 
 厚生労働省といたしましても、求職者を始めできるだけ多くの方にデータベースを御利
用いただくことが重要であるというふうに認識をしております。 
 そのため、更なる利用促進を図るということで、スマートフォン版の作成、それから画面
レイアウトの工夫ですとか検索機能の充実などの機能強化、改善を図りまして、ユーザビリ
ティーの向上を図っておるところでございます。 
 また、企業のこの掲載されたデータにつきましてはオープンデータということで、平成三
十年の十月から研究者などの方にも活用できるように開放しておるところでございます。 



 今後とも、企業にとって、閲覧しやすく、企業選択に資するデータベースとなることが重
要でございますので、改修や周知に取り組むとともに、できるだけ多くの企業の活用を促す
ことによりまして、女性活躍に積極的な企業に学生等の注目がより集まるような環境整備
を図ってまいりたいというふうに考えております。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 
 より多くの企業に御参加をいただき、また、アクセシビリティーの担保ですとかそういっ
たことにも十分に資する、一連として連携の取れた施策にしていっていただきたいという
ふうに思いますし、先ほど御答弁いただきましたように、そのデータを利活用するというと
ころで次の施策につなげられるようなものにしていっていただきたいと思います。 
 また、これらの施策を行うときに、是非、私、留意した方がいいのかなと思う点がござい
ます。それは、大企業にのみ、あるいは施策ができる余力のあるというところにのみ人材、
こういった優秀な人材が集まり、そしてインセンティブが付与され、好循環に入り、一方で、
中小企業というものが日本では大半でございます。中小企業が取り残される、あるいはこう
いったことの中で格差というものが固定されてしまうといった懸念を持っている関係者も
多いのも事実でございます。 
 是非、全体観を持った施策も、引き続き中長期的な視野も含めて取り組んでいっていただ
けたら有り難いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 
 続きまして、ハラスメントについて移っていきたいと思います。 
 ハラスメントについては、二〇一一年七月、厚生労働省に職場のいじめ・嫌がらせ問題に
対する円卓会議が設置をされ、六つの行動類型が示され、議論がされてまいりました。その
後に、二〇一七年三月の働き方改革実行計画を契機に、二〇一七年五月から二〇一八年三月
まで十回にわたり議論がされ、事業主に対するパワハラ防止のための雇用管理上の措置義
務の法制化か、あるいはガイドラインなのかということで議論がされてまいりました。 
 この参議院厚生労働委員会におきましても、働き方改革関連法案審議の際、野党提出の議
員立法との対比の中で、当時は、パワーハラスメントについての定義をどうしていくんだと
いうような問題ですとか、あるいは厳格過ぎる禁止規定だと職場が過度に萎縮してしまう
んではないかという、そういった視点とともに、それであっても労働者の心身の健康に資す
る職場環境の確保というのは非常に重要だという、このバランス、葛藤など、実に様々な論
点を浮き彫りにすることができたのではないかと思います。また、その際、カスタマーハラ
スメントの問題も十分に指摘をされました。そして、これらの課題について審議を深めるこ
とができたのは、参議院厚生労働委員会として大変意義が深かったというふうに感じてお
ります。 
 こうした審議の積み重ねにより、今回の法案ではハラスメント対策の強化というものが
打ち出されまして、労働施策総合推進法において、パワーハラスメントとは、優越的な関係
を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により職業環境を害すること、身体
的若しくは精神的な苦痛を与えることであると明記するに至りました。そこで、雇用管理上



のパワーハラスメント防止の相談対策の整備などの措置義務を義務付け、大臣が指針を策
定することとしてくださっております。 
 職場のいじめ、嫌がらせは七万二千件を超え、都道府県の労働局への相談では圧倒的一位
でございます。そして、セクハラも約七千件と、大変高い水準のままであるという現状もご
ざいます。ここは、新しく新設された措置等についても労働者保護の観点から伺いたいと思
います。 
 質問でございますが、相談窓口での対応についての質問であります。 
 セクハラ等の被害を受けて勤務先の相談窓口に相談しても、相談の担当者の対応が悪け
れば被害者は更に傷つき、二次被害を受けることになります。相談窓口の担当者の質の確保
のための取組も必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
○政府参考人（小林洋司君） 御指摘のように、ハラスメントに関する相談窓口の担当者の
方につきましては、公正中立的な立場で双方の言い分を丁寧に聞く、そして必要な調整を行
っていただくということが求められてくると思っております。したがいまして、御指摘ござ
いましたように、各企業でハラスメント防止に取り組む担当者の資質の向上ということが
非常に重要な要素になってくるというふうに思っております。 
 厚生労働省におきましては、ハラスメント対策に取り組む事業主や企業のハラスメント
対策の担当者を対象としてのセミナーの開催、あるいはオンライン研修の実施、企業へのコ
ンサルティングの実施等の支援を実施しているところでございます。 
 また、今後、ハラスメント対策の強化を図っていく上で更なる質の確保も重要となってく
ると考えますので、更なる支援策についても検討してまいりたいというふうに思っており
ます。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 
 違う、例えばですけれども、担当者が出てくるたびにまた一から毎回同じことを繰り返し
伝えたり、また、心理的に配慮が足りない言動ということで更に傷つくという方がいるとい
うことだけは避けていただきたいと思います。是非、関係する方々が、一人の相談者に関し
てもそうでありますが、チームとしてしっかりと機能するように取り組んでいただきたい
というふうに思います。 
 次に、それぞれの業界のハラスメント対策についてお伺いをしたいと思います。 
 例えば、教育現場でありますが、教職員一人に掛かる、授業の内容ですとか行事、部活な
ど、様々な負担があるということは我々も重々承知をしているところであります。そういっ
た中で、保護者を含めた外部からの要望や要求に応えることが求められてくる場面という
のも往々にしてあるのではないかというふうに思っております。 
 また、旅客運送業に関しても、例えばでありますが、フライト中の機内の乗客の行動によ
り、そこで働いている労働者が身体的あるいは精神的な苦痛を感じることもあるかという
ふうにも思います。また、小売業の場面においても、納品先に対しまして、納品先からの対
応であったりとか、またお客様からの様々なクレームであったりとか、同様のハラスメント



と呼ばれる状態があるのではないかというのは想像に付くところでございます。 
 そこで、お伺いをしたいと思います。 
 サービスの利用者等から行われるいわゆるカスタマーハラスメントでございますが、例
えば教育現場、旅客運送業、小売業などの接客業全般などでも大きな問題がありますが、従
業員が疲労している現状があると思います。厚生労働省は、これらを指針で示すことが望ま
しく、周知啓発していくということでございますが、文科省、国土交通省、そして経済産業
省におきましても、現場の実態を踏まえて対応マニュアルを策定するなど更に踏み込んだ
対応を行うべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。それぞれ続けてお答
えください。 
○政府参考人（丸山洋司君） 委員御指摘の学校における保護者等からの過度な要望や不当
な要求への対応でございますけれども、これは教職員の負担感も非常に大きいということ
から、学校が子供の安全配慮義務等に関し全ての責任を必ずしも負うものではないという
法的な整理も前提としつつ、学校ができること、できないことを明確にした上で教育委員会
において対応を引き受けることとしたり、また、学校において対応する場合であっても、教
師が一人で抱え込まずに学校が組織として対応できるよう、教育委員会における支援体制
の構築を進めて対応すべきと考えております。 
 このため、文部科学省では、これまでも全国の自治体の保護者等からの要望等対応マニュ
アルや学校をサポートするチームの設置事例を取りまとめて周知を行うとともに、学校に
おける業務改善の観点から専門家が学校の保護者対応をサポートする、例えばスクールロ
イヤーによる法的観点からの助言等を進めるなど、教育委員会の取組を支援をしてきてい
るところでございます。学校や教師が本来行うべき教育活動に専念をし、教育の質の向上に
資するよう、引き続き取組を進めてまいりたいというふうに考えております。 
 委員御指摘のマニュアルの作成につきましては、改めて各自治体の作成状況を把握を行
い、その状況や自治体のニーズも踏まえ、検討してまいりたいと考えております。 
○政府参考人（山上範芳君） 暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為、いわゆるカス
タマーハラスメントにつきましては、旅客運送業に従事する現場の乗務員等に大きなスト
レスを与えるものでございまして、その負担軽減が重要です。このため、交通事業者におき
ましては、防犯グッズの配備、暴力行為発生時の対応や酔客応対等のマニュアル作成、社員
教育等の取組を行っているところでございます。 
 国土交通省といたしましても、交通事業者の取組を支援すべく、平成二十五年度から毎年
度、鉄道係員に対する暴力行為の実態調査を実施し、結果を公表するとともに、警察等の関
係者と連携をし、暴力行為の撲滅に向けてポスター等による広報啓発活動を実施しており
ます。航空につきましては、平成十六年より、改正航空法により飲酒等による暴言、威嚇等
の乗務員への業務妨害等の機内迷惑行為を禁止する措置を講じたところでございます。 
 国土交通省といたしましては、交通の安全確保、良質な旅客サービスの提供等の観点から、
乗務員等が疲弊することなく現場において様々な状況に適切に対応できることが重要と考



えており、今後、厚生労働省において策定される指針も踏まえまして、各交通事業者がいわ
ゆるカスタマーハラスメントに対し状況に応じた必要な対応を行っていけるよう、引き続
き取り組んでまいりたいと考えております。 
○政府参考人（江崎禎英君） ありがとうございます。 
 お答えをいたします。 
 委員御指摘のとおり、消費者、さらには取引先からのいわゆるカスタマーハラスメントで
ございますけれども、これは労働者の心身に深刻な影響を与えるものであり、現場の労働者
の負担軽減のための取組を進めることが重要と考えております。 
 他方、小売業、サービス業を始めとする接客業全般におきましては、多種多様な苦情や要
望に真摯に向き合い、顧客満足度を高めることも重要なビジネス戦略であるため、マニュア
ルを作成して機械的に対応することは必ずしも適当ではないという声も少なくないのが実
情でございます。そのため、本社の専門部署が迅速にクレーム案件を引き取るなど、現場の
状況に応じた適切な対応を図る体制を整えることが必要となります。 
 経済産業省としましては、厚生労働省の指針に基づき、本社による相談窓口の設置など、
それぞれの業務実態に応じた適切な対応を促すことで、現場の労働者の更なる負担軽減を
図ってまいりたいと考えております。 
 以上です。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 
 是非、それぞれの所管省庁での取組は業界団体とも連携して行っていただきますように
お願いをしたいと思います。 
 マニュアルを作ることも含めていかがでしょうかと申し上げたものの、マニュアルを作
って終わりではない、済まない現状というものが現場でございます。実際に苦しんでいる方
が大変多数おられ、また、そして命を絶った方もおられることでございますので、当事者意
識をそれぞれの立場で持って事に当たってほしいと思いますし、また、そういった過程で出
てくるデータについてもしっかりと同時に集めていただきまして、ＰＤＣＡサイクルが回
るように取り組んでいってほしいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 
 加えて申し上げますと、国家公務員に対しては人事院規則でこれらが行われるというこ
とに仕組み上なっておりますが、この度のセクハラの騒動でも、規則があっても実数の把握
が行われてこなかった実態というのも残念ながら明らかになったところであります。取組
としては、ともすれば民間より遅れているのじゃないのかなという部分があるのではない
かというふうに申し上げます。 
 また、加えて、特に、国家公務員の中央官庁の皆様の残業に関して申し上げれば、国会対
応が一番の要因であるということも自責の念を込めて申し添えたいと思います。 
 本質的な議論や提言をすることが、国民から選んでいただいた私たち立法府側の本質的
な仕事でございますが、ＩＣＴ化をより積極的に導入して効率的な仕事の在り方を考える
ことなど、国益に資する時間の使い方というものを実践し、そして充実をした審議を行い、



連動して、国家公務員の、特に中央官庁の方々の勤務環境改善にも貢献していけたらいいな
というふうに願っております。よろしくお願いします。超党派でよろしくお願いいたします。 
 さて、次の質問に移りたいと思います。 
 次は、消費者の意識についての質問でございます。 
 カスタマーハラスメントの防止対策は、当然ながら、社会全体や消費者の意識の啓発が大
変重要だというふうに考えております。今後、厚労省が制作する指針の内容も踏まえ、消費
者等への意識啓発についてどのように取り組んでいくのか、お答えをください。 
○政府参考人（高島竜祐君） お答え申し上げます。 
 今委員から御指摘がございましたとおり、カスタマーハラスメント防止のためには、社会
全体や消費者の意識啓発が必要であると考えております。そのため、消費者庁といたしまし
ては、自立した消費者を育成するための消費者教育の推進に取り組んでおります。 
 自立した消費者とは、具体的には、消費者が消費社会において自身が果たし得る役割につ
いて自覚をし、適切に声を伝えることができるための知識、判断力、交渉力などを身に付け
た消費者のことであると考えております。 
 このことから、例えば、成年年齢の引下げを見据えまして、若年者への消費者教育に今注
力をしておりますけれども、その際、消費者庁として活用を推進している教材がございます。
その教材の中におきまして、消費者の行動が社会を変えるという責任の自覚を促す、この点
も強調して取り上げているところでございます。 
 消費者庁といたしましては、社会課題の解決と安全、安心で豊かな消費生活の実現に向け
て、社会状況の変化等に対する政府全体の動きを注視しつつ、関係省庁と連携をして様々な
角度から消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 
○自見はなこ君 是非よろしくお願いしたいと思います。 
 さて、女性活躍に関しては認定制度と、そして付与をされているインセンティブというも
のがあります。えるぼしと、そしてくるみんについて御質問をさせていただきたいと思いま
す。 
 女性の活躍の現状が優良であるということを認定された場合、えるぼしという認定の制
度がございます。二〇一六年四月に制度が施行されて以来、現在八百三十七社が認定を受け
ております。他方で、男女の育休取得率や労働時間数などの一定の基準を満たした子育てサ
ポート企業を認定するくるみん認定という制度があります。こちらは二〇〇五年四月に施
行されて、現在、三千八十五社が認定を受けております。 
 この二つの認定制度でございますが、一方が女性活躍に取り組む企業の認定で、もう一方
が子育て支援に取り組む企業の認定であり、類似の制度のようにも思えます。こうした認定
制度の知名度を向上させ、また企業の活用というものを推進するためには、えるぼし認定と
くるみんの認定を統合して一つの制度にしてもよいのではないかと思いますが、御見解を
お伺いしたいと思います。 
○政府参考人（小林洋司君） お答え申し上げます。 



 女性活躍推進法に基づくえるぼし認定、そして次世代育成支援対策推進法に基づくくる
みん認定でございますが、女性活躍と次世代育成支援というそれぞれの法目的を達成する
ために、それぞれ必要な認定基準を設定しておるところでございまして、違いもあるところ
であります。 
 例えば、女性活躍の方でございますが、女性の採用ですとか管理職比率といったことも重
視しております。一方で、次世代育成支援の方につきましては、育児休業ですとか柔軟な働
き方などがより重視をされるなど、評価する観点も異なるところでございます。また、いず
れも時限立法ということで集中的に取組を進めておるところでございまして、二つの認定
を一つの認定制度に統合するということは考えていないところでございます。 
 ただ、御指摘のように認知度の向上を図る、認知度の向上を図られますと、ますます取得
しようという気持ちが高まるということがございます。活用促進が図られるように手続面
の工夫をするというようなこともあると思います。そういった取組をいたしまして、各社の
状況に応じて、ますますそれぞれの認定取得が促進されるように取り組んでまいりたいと
いうふうに考えております。 
○自見はなこ君 子育て支援と女性活躍は、往々の場合でございますが、いろいろなパター
ンがございますけれども、一体的に進めていただくことで初めて効果があるものだと思っ
ておりますので、この類似というのは大変分かりづらいというお声もいただいております
し、またくるみん、プラチナくるみんは、これくるみん税制というものが適用されますけれ
ども、今度のえるぼしの方には、これは融資のところで融資の方の各種施策というのが用意
をされておりまして、こういったところもどっちがどうなんだというお声もいただいてお
りますので、できたら統合していただきまして、そして思い切った税制の措置等の一体的な
方法を考えていただく方が、政府としても、そしてそれを今度申請しようとする企業にとっ
てもいいのではないかなと思いますので、女性活躍は次のステージに行くというふうに思
っておりますので、中長期的でも構いませんので、是非検討をしていただけたら有り難いと
思います。よろしくお願いいたします。 
 次の質問に移ります。 
 我々の労働法制をめぐる流れは、やはり国際的な動きにも注意を払う必要があるという
ふうに思います。特に、我が国のように、自国の労働政策全般が今現在変革期であるという
ふうに思いますので、なおさらでございます。石橋通宏先生の専門分野でもございますけれ
ども、超党派でもいろいろとお取りまとめいただいておりますが、ＩＬＯの総会に関連して
お伺いをしたいというふうに思います。 
 六月のＩＬＯの総会で、仕事の世界における暴力とハラスメントということに関する条
約が採択されるということが予想されております。前向きな姿勢で総会の議論に参加すべ
きであるというふうに考えておりますが、政府の方針、お考えをお聞かせください。 
○政府参考人（小林洋司君） 御指摘のように、ＩＬＯにおきまして、仕事の世界における
暴力とハラスメントに関する条約案策定の動きがございます。こうした条約が策定されま



すことにつきましては、日本政府としても大変重要なことであるというふうに認識をして
いるところでございます。 
 日本政府といたしましては、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていく
ことができる基準の内容となることが望ましいというふうに考えておるところでございま
して、ＩＬＯ総会の議論に積極的に参加をしてまいりたいというふうに考えております。 
○自見はなこ君 積極的にという言葉の行間から何を読んだらいいのか、いろいろ考えてお
りましたが、これは午後にまた石橋先生が大変声量のある質問をしてくださると思います
ので、よろしくお願いをいたします。 
 続きまして、一つの事例を御紹介させていただきながら、私なりの多少の考察を加えてい
きたいと思います。 
 お手元にございます資料の一を御覧いただければというふうに思います。これ、法務省の
通知でございます。 
 かつて、刑事施設に収容されている女性が、その収容中にでありますけれども、妊娠をし
て出産をするという場面において、当然、外部に一回出て病院等で出産をするということで
ございますが、手錠や捕縄を外してもらえないまま分娩していたというケースがございま
した。これは問題であるということで、上川陽子先生は二度法務大臣をされておられますが、
一回目の法務大臣時代であります平成二十六年十二月の二十六日の法務省矯正局成人矯正
課長の名前の通知によりましてこの通知が出されております。出産時においては手錠等を
使用してはならないと初めて書かれた通知であります。これは、生まれてきた我が子をだっ
こすることがかなわなかったという女性被収容者の投書から発覚したことでございました。 
 お産というものは、哺乳類、私たち哺乳類ですので、哺乳類としての私たちの自然な営み
でございます。また、生まれた直後のスキンシップや愛着形成ということを円滑に行うとい
うことは、子供の情緒をつかさどる脳の発達にも、また母親のホルモンバランスにおいても
何にも勝って大切なものであると私自身は小児科の医師として認識をしております。よく
考えれば分かることだと思うんですけれども、陣痛の痛みに耐えている間、分娩時に逃走と
か証拠隠滅というものを図るということは全くもって考えられないことではないのかなと
思います。 
 聞いてみますと、法務省に、全例で手錠を付けたままで出産に臨んでいただいたというわ
けではなかったということでございまして、それぞれの施設長の判断によっていたという
ことではございましたけれども、しかし、我が国において手錠を付けたままでの出産という
のが、平成二十六年でありますので、つい数年前まで行われていたということは誠に残念で
あるというふうに感じております。 
 旧監獄法が平成十八年に刑事施設収容法として改正をされまして、その際に、子の養育に
関しては、第六十六条で、原則ではございますが、一歳に達するまで養育を許すことができ
るというふうに書かれております。 
 そこで、法務省にお伺いをしたいと思います。 



 過去十年間の刑事施設の被収容者の出産件数について把握をされていますでしょうか。
また、刑事収容施設法では生まれた子供を原則一歳まで施設内で養育することが可能とい
うふうになってはおりますけれども、実際に認められた件数や期間及び全ての刑事施設の
中で子供の養育がそもそも可能なところが何か所あるのかということについてお尋ねをし
たい。 
 そして、併せて、通知では分娩室内等で待機中に不測の事態が発生した場合の手錠等の使
用まで制限するものではないという記載がございますけれども、通知以降はこれに該当す
るような事例があったのかどうかもお聞かせください。 
○政府参考人（大橋哲君） お答えいたします。 
 全国集計の数値がございます平成二十一年から平成二十九年までの九年間の数値を把握
しておりますけれども、全国の刑事施設被収容者の出産件数は総計百八十四件でございま
す。このうち、記録のございます平成二十三年以降平成二十九年までの七年間において、刑
事施設内での子の養育を許した事例につきましては、乳児院等への引取りが調整されるま
での短い期間となっておりまして、三例でございます。その養育期間は、十二日間、十日間、
八日間でございます。 
 また、子の養育が可能な設備が設置された刑事施設は、全国で七施設でございます。さら
に、出産時の手錠の使用に係る通知でございますけれども、この通知を発出いたしました平
成二十六年十二月二十六日以降、分娩室等内で待機中に手錠等の使用が必要となるような
不測の事態は発生しておりません。 
 以上でございます。 
○自見はなこ君 やはり、ありがとうございます、何度聞いてもショックであります。 
 諸外国では、これ、子供の利益のため、子供のため、子供の権利のために、生まれた子供
が、例えばその母親が刑事施設等に収容されていたとしても五歳までお母さんと一緒にい
ることが許されているような国もありますし、そういった国では、例えばお母さんがそうい
った施設にいたという記憶が残らないように、そういう柵とかが見えないような木が植え
てあったりとか、そういったところまで配慮がされている国も欧米ではございます。 
 日本では、さっきお答えいただいたように、三件ということでありましたが、基本的には
生まれてすぐにいわゆる分離をされているということであります。 
 この母子分離が行われてしまいますと、これ、別にこういったケースではなくて、例えば、
お母さん、あるいはお子さんが生まれた直後に重症な病気になっている場合に分離される
ことあるんですけれども、そのときにも分離されている期間が長ければ長いほど一生の愛
着形成に大変大きな溝、問題が生じまして、これ家庭全体の非常に重たい負担となって人格
形成にも影響をするということが、これ私の実体験としてもありますし、多くの医療関係者
もそうですし、医療関係者のみならず、児童に関係する関係者、みんな知っていることであ
ります。 
 速やかに引き離すというところが、本当にしていいことなのか、これ、人として、してい



いことなのかということは、いま一度法務省としても考えていただきたい。そして、原則一
歳までということでうたっているのであれば、そこに向かって、子供の最善の利益のために
法務省としてどうしていくんだというお考えを是非お伺いしたいと思っております。 
 これは、質問は、もう聞きませんけれども、是非、こういったことがあるということで、
我々、やはり本当に考えていかなければいけない、時代の分岐点に差しかかっていると思い
ます。 
 ちょっとここで考察をしたいということで申し上げたんですが、それは立法府の役割で
あります。こういう時代における立法府の役割ということであります。 
 現在、我々、ここにおられる先生方みんな、私も含めてですけれども、国民の皆様から選
んでいただいて、信託を受けてこの立法府の中に身を置かせていただいております。そして、
我々の仕事というものは、法治国家においては法律を作るというのが仕事でございます。他
方、行政の皆様はそれを執行するための業務を行っていただいております。 
 我が国で平成八年まであった旧優生保護法に対して、平成の最後になりましたけれども、
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律という
のも成立をいたしました。 
 また、子供の虐待も近年大きな社会問題でございますが、それにおきましては、平成二十
八年の児童福祉法の改正で第一条が改正されることで、初めて子供の権利が法律に書き込
まれました。平成二十八年まで子供の権利は児童福祉法には書き込まれていませんでした。 
 そして、昨年、議員立法で、皆様の本当に超党派のお力のたまものだと思いますけれども、
成育基本法が成立をし、母子愛着形成や妊娠期からの切れ目のない支援についても書き込
まれることになりました。 
 また、民法におきましては、百年ぶりの見直しを経て、懲戒権についてでありますけれど
も、その際どのような見直しが懲戒権、八百二十二条の記述について行われたかといいます
と、懲戒場という、もう多分見たこと誰もないんだと思うんですが、懲戒場で行われなけれ
ばいけないという、懲戒場というものが削除をされて、そして、文章のところに、法律の中
に子供の最大の利益のためにということが付け加えられたものの、懲戒権自体が百年ぶり
の民法の見直しにおいて削除されるということがなかったわけでありますが、それでも、昨
年からのたくさんの虐待の悲しい事件ですとか、また塩崎先生や馳浩先生、そして超党派の
先生方の動きというものがあって、やはり懲戒権についても、踏み込んだ見直し、削除も含
めた見直しを視野に入れた動きをすべきじゃないかということで、根本大臣にも私たちの
気持ちを受け止めていただきまして、山下法務大臣にも気持ちを受け止めていただきまし
た。そして、これらも動きがあるというのは申し上げたところであります。 
 こういった懲戒権の削除というものは、しつけの名の下に家庭の中で虐待にさらされて
いる可能性のある子供たちに介入をする余地を与えてくれるものでもあるということも同
時に意味をしているものであります。 
 またさらに、これもまた法務省の管轄でありますけれども、少年法がございます。こうい



ったものの適用年齢、十八、十九歳を今後どうしていくのかという、そういった議論も今行
われておりますが、この刑法の大きな見直しの中で、刑罰イコール作業というような概念か
らちょっとベクトルを変えて、可塑性のある年齢においては、広く若年成人を対象として矯
正を視野に入れた在り方を検討すべきではないかという議論も大変有り難いことに展開を
してくださっているところであります。 
 立法府の一員となり、社会の実像とそしてあるべき方向性、そして現在の立ち位置という
ものを照らし合わせて考えるに、私のみならず、ここにおられる先生方皆様、大いに葛藤し、
そしてその中にあっても、やはり立法を変えることでしか変えられないものがあるんだと
いうふうな思いで日々仕事に当たっているんだというふうに思います。少しずつではあり
ますが、先ほど申し上げたような幾つかの事例、悲しい事案もございましたけれども、ただ、
希望の兆しというものも見えているのではないかなというふうに私自身は考えております。
その希望の兆しというのは実は我々のことなんだというふうに思っております。 
 そして、一昨年、議員交流でアメリカに訪問させていただきましたときに、センター・フ
ォー・アメリカン・ウーマン・アンド・ポリティクスというところがございますが、そこの
ルーター所長と意見交換をさせていただきました。その際に、女性は、政治に参加をするこ
とで何かを変えたいと、何かを変えることを目的として政治に参画していることが多いと
いうことでした。これは、必ずしも職業政治家ということではなく、いろいろな政治集会に
参加するということも含めてであります。また、その国の合計特殊出生率に一番相関する指
数は女性の政治参加だというデータもございました。 
 ここで、ちょっと資料の五になってしまって恐縮なんですけれども、御覧いただけたらと
思います。これはジェンダーギャップ指数の二〇一八というものであります。ここで、内閣
府男女参画局にお伺いをしたいと思います。二〇一八年、ジェンダーギャップ指数が百四十
九か国中日本は百十位と大変低い位置にとどまっているということは、政治分野における
男女共同参画が進んでいないということが大きな理由であるというふうに、要因であると
いうふうに考えていますけれども、政府の現状認識と今後の取組についてお考えをお聞か
せください。 
○政府参考人（渡邉清君） 内閣府男女共同参画局でございます。 
 政治分野における男女共同参画の推進は、政治に多様な民意を反映させる観点から極め
て重要であると認識を持ってございます。現状では、例えば国会議員に占める女性の割合は、
衆議院議員約一〇％、参議院議員約二〇％と、国際的に見てもまだ低い状態でございます。
こうした状況がジェンダーギャップ指数の日本の、我が国の順位が低いままにとどまって
いる主な要因ではないかと、このように考えているところ、先生と同じ認識を持ってござい
ます。 
 このような中で、昨年五月、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が施行さ
れております。内閣府におきましては、各政党に対しまして数値目標の設定やポジティブア
クション導入に向けた自主的な取組を進めていただけるように、大臣や副大臣などから要



請を実施するとともに、諸外国の取組も含む政治分野への女性の参画拡大のための多様な
情報の収集、提供、それから地方議会ごとに女性議員の比率や両立環境の整備状況を見える
化したマップの公表、こういったことを、取組を進めているところでございます。 
 引き続き、各政党に御尽力をいただくことと併せまして、政治への女性の参画が拡大する
一助となりますよう、取組を進めてまいりたいと考えております。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 
 一番課題が多いのは自民党であるということも承知しております。 
 私は素直に、政治がもっと身近になり、子供を持つ持たないということにかかわらず、子
供を真ん中に置いた社会づくりということが世の中の根本になればいいなというふうに思
っております。 
 また、そういった社会というものを前提にした上で、子供を大事にするんだというこの前
提の上で就労の環境整備というものが行われ、男女共に、そして心身共に健やかな状態で労
働ができるよう、今回の法案で社会全体の取組が進んでいくということを強く望みたいと
思います。 
 ここでパートワンが終了でございまして、質問が当たっていない、あるいは質問が終えた
参考人の方は、委員長の御指示で退席していただいても特に構わないと思っております。 
○委員長（石田昌宏君） どうぞ御退席お願いします。 
○自見はなこ君 次はパートツーでございますけれども、オンライン診療も含みまして、性
に関する教育等についての質疑に移りたいと思います。 
 さて、近年、特に精力的に厚生労働省を挙げて、あるいは文科省も挙げて、あるいは全政
府挙げて取り組んでいただいております児童虐待についてでございますが、皆様御承知の
ように、厚生労働省が公表している数値においては、虐待による死亡の最も多いのは生後一
か月、さらにその中でも日齢ゼロ、出生したその日に実母によって死に至らしめされる例と
いうのが最も多いというのは皆様御承知のとおりであります。胸が痛む事実であります。 
 そしてまた、この委員会でも幾度も指摘をさせていただいておりますが、成育基本法の超
党派の議連の中でもお越しをいただきましたにんしんＳＯＳ東京という、助産師の方々が
集って、そして電話で相談を受けてくださっているんですけれども、やはり大変多いのが十
代の相談ということがありました。それの相談は、実は事実を全く知らない、要はもう事実
上、性に関する教育を個別に施しているんじゃないかと思うほど知識がないがゆえに悩ん
でいるということで、そこに大変驚くということでありまして、深刻だということでありま
した。ですから、望まない妊娠というのももちろんある、言葉としてもあるわけでございま
すけれども、知らないがゆえの妊娠というのが本質的には正しい表現ではなかろうかとい
うふうに思います。 
 先生方のお手元に資料の二と三を用意してございますので、資料の二と三を見ていただ
ければと思います。 
 まずは、資料の三からになります。 



 これは、平成三十年の男女共同参画白書の第二節の男女の健康支援の項目でも妊娠と中
絶というものに触れられております。そして、十代の中絶が年間一万五千件であるというふ
うに書かれております。また、この資料三でございますけれども、平成二十八年の男女共同
参画の白書では、平成二十年、二十三年、二十六年と、ここ最近急激に二十代までの数字と
いうものが、これちょっと見づらいんですけれども、茶色の網々の部分であります、大変に
二十代の部分が増えていて、全体のほとんどを占めているんじゃないかというぐらいのパ
ーセンテージになっております。 
 また、順番逆になって申し訳ありませんが、配付資料の二をおめくりいただきたいと思い
ます。 
 これは、成育基本法の超党派の議連で講演をいただきました安達知子医師から提供して
いただいたものでございまして、元々は厚生労働省の報告例から取った、作成をした資料に
なってございます。 
 この資料二でもお分かりいただけますように、十五歳未満の世代では、妊娠をすると八
二％が中絶を選択をしています。二十歳未満の妊娠では五七％が中絶をし、そしてここもち
ょっとショックなんですけれども、二十から二十四歳は三二％が中絶をしております。二十
歳以降でも三人に一人ということで、これは多くは経済的なことと、それから妊娠したとい
うことを親に伝えることができなかったということも理由として多く挙げられているとい
うことを講演の中でお話をされておられました。これは事実として共有をさせていただき
たいと思います。 
 そして、こういった現状もある中で、それぞれの地域地域では様々な取組というのも行わ
れているのも事実でございます。 
 例えばでありますけれども、富山市がございます。この富山市では、学校専門医制度とい
う名前、こういう形で、教育委員会が費用負担を行いつつ、産婦人科医会が、全市立中学校
に性教育、性に関する教育に出向いているという仕組みが実に二十年以上の歴史がある、二
十五年と伺っておりますが、大変歴史の長い営みでございます。そして、県自体も狭い、市
もそうでありますが、狭いということで、人材がそろっている方たちとのアクセシビリティ
ーがいいということも要因にあるということでありました。 
 そして、富山市がここまで積極的に取り組んでいるので、ほかの市町村の中学校において
も、性教育、性に関する教育に対しては余り大きなちゅうちょというものはないということ
でありました。私も使用しているスライドを見せていただきました。アニメなども大変ちり
ばめられて、分かりやすい内容になっておりました。 
 この富山市では、申し上げたように全中学校でこれが授業がされているということでご
ざいまして、当然ながら、その二次性徴についての正しい知識ということももちろんでござ
いますが、ピルやコンドームを使った避妊について、そしてさらには中学生全員が緊急避妊
薬についても知る機会を持っているということでありました。 
 この緊急避妊薬というのは、精子と卵子が受精して受精卵になって、そして、卵管から子



宮の内膜に着床するまでのこの着床をホルモンのバランスによって、ホルモン剤でありま
すので、阻害するということで、受精卵が着床することを阻害することで妊娠の成立をさせ
ないというのが緊急避妊薬でございますが、これは七十二時間以内に内服をしていただく
のが非常に重要でありまして、早ければ早いほどいいということでありまして、この知識と
いうことも全員が持っているということでありました。 
 ただ、この知識、全員が持っているその手前で、何度も申し上げますけれども、二次性徴
に対する知識ですとか、相手を大事にする気持ち、生命そのものについて考える機会、こう
いったものも専門家から提供されているということでありました。 
 この性教育の講座の内容というものは、産婦人科医と、そして学校の養護教員の先生で毎
年すり合わせを行っていただきまして、そして授業の前後でアンケートを取って、そしてそ
の効果を検証していくという作業、見直しをするということでありました。昔のこと、そし
て今も一部であるかもしれませんが、性教育自体がバッシングの対象となっていたときに、
今でもそれはあると思います、保護者の方が、性教育をすることでかえってそういった行動
をあおっちゃうんじゃないのかなという御不安もあったというふうにも伺っておりますが、
このアンケートということを取っていただきますと、授業の前後で中学生が性交すること
を肯定する子供たちが減るということを数字で示したり、また、子供たちの感想や意識調査
などのフィードバックを、これは保健便りでフィードバックするという取組、これはかなり
地道な取組を行ってきてくださっております。 
 また、実は東京都におきましても、専門医の視点を踏まえ、東京都教育委員会は、東京都
医師会と連携をいたしまして、外部講師を活用した授業の取組というものを始めています。
授業を受けた九七％の生徒が役に立つとアンケートに答えているということでございまし
た。もちろん、専門医のみならず、助産師を始めとした医療専門職種ということであるとい
うことも申し添えておきたいと思います。 
 さて、現在でありますけれども、厚生労働省の検討会でオンライン診療についてのガイド
ライン改定に向けた議論が行われていることと承知をしております。これは、いわゆる初診
というものに対してオンライン診療を行っていくべきではないか、その際の第一号の候補
者として、現在緊急避妊薬というものが挙げられて議論を行っているというふうにも聞い
ているところであります。 
 ただ、先ほど申し上げましたように、正しい知識の下で行われているのかが非常に重要で
ありまして、前段の部分でありますが、先ほど申し上げましたように、七十二時間以内に内
服していただくお薬、しかもできる限り早い方がいいお薬でございます。オンライン診療の
仕組みといたしまして、オンライン診療で診察していただいて、その後郵送で処方箋が送ら
れてきて、それを受け取って薬局に持っていって薬剤師の方の前で対面で飲むということ
でありますので、もしその方の住んでいる場所が都会であって、例えばほんの十分のところ
に行けばそういった医療機関、産婦人科等の医療機関にアクセスができるということであ
れば、そのタイムラグを考えますと、できる限り早く飲んでいただきたいお薬に対して、果



たしてこのオンライン診療が都会において本当に有効なことなのか、女性を守ることにつ
ながっているのかというのは、ちょっと私自身はかなり実は大きな疑問を感じております。 
 そもそも、この緊急避妊薬というものはアクセシビリティーが非常に大事であるんです
けれども、適切なアクセシビリティーが大事であるということでございますので、本当に女
性のことを考えてこのオンライン診療の初診の改定にこの玉を考えられたのか、何が目的
でこれを考えられたのか、実は甚だ疑問に思うところもあるわけであります。 
 ただ一方で、全員が都会に住んでいるわけではございません。豪雪地帯に住んでいる方も
おられますし、過疎地に住んでおられる方もおります。また、全国の薬局で処方していると
いいましても、全国で処方している薬局は六百程度だというふうにも伺っておりますので、
やはりこのアクセシビリティーということを考えて、今女性の健康ということを考えます
と、産婦人科医等が大変少ない地域においてはこういったことも女性の健康を守るという
観点から審議を深めていく価値のあるものかなともいうふうに考えております。 
 今回のオンライン診療のガイドラインの改定は大変いろんな課題を私たちの前に突き付
けているわけですが、このオンライン診療に関しまして今現在議論が盛り上がっていると
ころで、全ての、最終的な目的地としては、適切な性教育を行っていただくということ、そ
してその先にはＯＴＣ化ということは当然見据えるべきだというふうに思っております。 
 日本の場合は、余りにも避妊に対する意識が低いと言われております。欧米では、欧州で
は、若い世代では五〇％が低用量ピルを内服しております。アメリカでも一五％程度だとい
うことでありますが、日本では、子宮内膜症、月経困難症という病名が付いてからでもまだ
四％にも満たないという大変低い率の低用量ピルの普及率であります。また、加えて、避妊
に関しまして、あるいは家族計画ということに関しましても、定期的に性交渉を行うパート
ナーがいる、そういう間であったとしても通常コンドームだけが使われているということ
が多いわけであります。これもまた欧米の例になりますけれども、ＩＵＤという子宮の中に
留置をするリングがございます。 
 こういったものを積極的に夫婦間等で活用しているというのも非常に一般的なことであ
るという、欧米の国々の前提という中であるＯＴＣ化と、それから、先ほど申し上げました、
知らないがゆえのという、まだまだいわゆる性に対する適切な専門家による介入すら行わ
れていない、マスとして行われていない日本におけるＯＴＣ化の議論と、そして今回のオン
ライン診療の議論というのは、幾つかのベクトルがあるというのは御承知おきをいただけ
ればというふうに思います。 
 そこで、質問させていただきたいというふうに思いますが、文科省にまずお伺いをしたい
と思います。この小中高等学校における性に関する教育の現状を教えてください。 
○政府参考人（丸山洋司君） お答えをいたします。 
 学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関し正しく理解
をし適切に行動が取れるようにすることを目的に実施をされております。また、その中で、
体育科、保健体育科、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて指導を行うことと



しております。 
 また、指導に当たりましては、発達段階を踏まえること、学校全体で共通の理解を得るこ
と、保護者の理解を得ること等に配慮をするとともに、集団で一律に指導する内容と個々の
児童生徒の抱える問題に応じ個別に指導する内容を区別をして指導することとしておりま
す。 
 文部科学省では、これらのことを踏まえまして、学校における性に関する指導の充実が図
られるように努めてまいりたいと考えております。 
○自見はなこ君 現在、文科省で様々教育してくださっておりますけれども、具体的なこと
を専門性のある方が教えるということではなかなかたどり着いていないのが現状ではない
かと思いますが。 
 そもそも、先ほどもおっしゃっていただきましたが、十代では現在ＳＮＳ等もございます。
そういったところの被害や、先ほどから資料示してお伝えをいたしましたけれども、この中
絶の話、それから、その先の資料の三にもございますけれども、異性から無理やり性交され
た被害の相談先というところで、これも二十八年男女共同参画白書からでありますけれど
も、誰にも相談できなかったということがあります。 
 この性に関する教育をしっかりとしていくということは、私は子供を守るという意味で
も大変重要だと思っております。アメリカ小児科学会では、知的障害の女性が大変多くの性
被害を受けるということから、ダウン症のお子さんを始めとした知的障害の方にはノーと
言う訓練をしております。 
 いま一度お伺いしたいと思うんですけれども、文科省におかれましては、この性に関する
教育というのを重要だという認識そのものは持っているんでしょうか。 
○政府参考人（丸山洋司君） 委員御指摘の、十代からのＳＮＳ被害や望まない妊娠、性被
害などが課題であることについては、文科省としても委員と同じ認識であると思います。 
 このため、児童生徒が性に関する適切な態度や行動の選択について理解をするために、学
校における性に関する指導の充実が重要であるというふうに認識をしております。 
○自見はなこ君 富山もそうでありましたし、東京もそうでありましたけれども、これちょ
っとページをめくっていただきますと、ちょっと順番が逆で申し訳ないんですけれども、文
科省からいただいた資料がございます。資料の六でございます。 
 これは学校保健総合支援事業というものでありまして、校務負担の軽減という観点もあ
りまして、いろいろな専門性のある外部講師にお願いすることがあればということで、一と
二ということがございまして、ここの一、学校における現代的な健康課題の解決支援事業と
いうことで、こういったところの事業の活用をさせていただきながら、先ほどお伝えしたよ
うな富山ですとか東京とかでは外部講師の派遣等々を行っているわけであります。 
 こういった性に関する教育における外部講師の適切な活用ということは非常に大事だと
思うんですけれども、調査していますでしょうか。実数把握されていますでしょうか。 
○政府参考人（丸山洋司君） お答えを申し上げます。 



 外部講師の活用につきましては、ここ数年の間に実施した調査というのはありませんが、
二〇〇五年に行った調査において、性教育を実施するに当たって、外部講師を招いて授業、
講演会や研修会を実施したと回答した学校は、小中、中等教育学校のうち二〇・八％であり
ました。 
○自見はなこ君 二〇・八％ということでありますけれども、それらの、済みません、内容
についてもう一度お答えください。 
○政府参考人（丸山洋司君） 当時の調査の中では、外部講師を招いて授業や講演会、研修
会を実施したというふうに回答した学校が全体の二割程度であったということでございま
す。 
○自見はなこ君 質問は内容についてです。 
○政府参考人（丸山洋司君） 今ちょっと網羅的な資料を持ってはおりませんけれども、望
まない妊娠の未然防止を始めとして、思春期の性感染症でありますとか人工妊娠中絶の予
防といったようなことについて、生徒や学校の実態に応じて性に関する正しい理解のため
の指導が行われたということでございます。 
○自見はなこ君 この二割という数字は、多いですか、少ないですか。 
○政府参考人（丸山洋司君） その全体の二割という数字が多いか少ないかということでご
ざいますけれども、小中学校が中心であったということの調査でございますので、実態とし
てはその程度だったのかなというふうに思いますが、もう少し数字が充実したものであれ
ばという理解は持っております。 
○自見はなこ君 もっと外部講師を活用して専門性のある性に関する教育を推進していく
ということに関して、認識を共有していただけたというふうに思ってよろしいでしょうか。 
○政府参考人（丸山洋司君） 文科省としても、委員の認識と同じだということであります。 
○自見はなこ君 私にはしっかり聞こえました。同じだと、同じ認識だと言っていただいた
という認識、聞こえました。 
 そして、続きまして、続きで厚労省にお伺いをしたいと思いますが、こういった学校にお
ける性教育に関してでありますが、外部講師の活用って非常に重要だと思っておりますが、
では、一方、これ母子保健課かと思うんですが、子ども家庭局におきまして、この外部講師
の活用の状況について把握しているんでしょうか。 
○政府参考人（浜谷浩樹君） お答えいたします。 
 まず、厚生労働省といたしましても、思春期を含めまして若年世代が、避妊や性感染症を
含め、妊娠、出産あるいは自己の健康に関する正しい知識を身に付けることが極めて重要で
あると考えております。 
 厚生労働省といたしましては、学校での性教育における外部講師の全国的な活用状況に
つきましては把握しておりませんけれども、思春期の子供たちへの教育につきましては、専
門家である医師や助産師、保健師などの専門家の方々に御協力いただくことで、より充実し
た内容になるものと考えております。 



 厚労省で所管しております健康教育事業でございますけれども、これは専門的知識を有
する保健師、助産師等による学校等での健康教室、講演会の開催、講演会の実施等を行うも
のでございまして、こういった専門家による講師により実施しているということでござい
ます。 
○自見はなこ君 お手元に配付しました資料の七が、今、浜谷局長がおっしゃったものだと
思います。 
 生涯を通じた女性の健康支援事業、健康教育事業についてということでありまして、全国
で行っていただいているということでありますが、実績はこの四十九道県市ということで
ありました。日本全国にいる子供たち全てにこの知識をお届けするということが、マスとし
てお届けするということが、私、子供を守るということになりますし、さっき申し上げたよ
うに、日齢ゼロで亡くなっていく子供たちの無念にも報いるために、私たち全体がしなけれ
ばいけないことだというふうに思っております。 
 残念ながら、野田市におきましても性虐待というものがあったんではないかという報道
もありまして、こういったことはこの一、二年だけでも私たち社会全体の考え方も変わって
いるんだと思います。インターネットも急速に発達をして、小児科病棟でもそうであります
が、一歳の子でも上手にスマホを使ってアンパンマン見たりしております。もうアクセシビ
リティーというものがどうしても制限できない現状になっている、そういったことを私た
ちはどうしてももう直視する時代に入っていると思います。 
 そして、我々も無策ではなくて、やはり産婦人科医会、助産師会、小児科医会を含めまし
て、子供たちがある意味でいえば一番悲しい現状になったときに、じかに現場で向き合う私
たちとしては、みんなを助けたいという気持ちがございます。全国的に面となって外部講師
の推進を推し進める時期に私は来ているんだろうというふうに思っておりますし、それを
やはり、命を守るという観点から大臣にもそのお気持ちを私はお伺いしたいというふうに
思っています。 
 この望まない妊娠を防ぐ、あるいは知らないがゆえの妊娠を防ぐという観点から、そして、
今回オンライン診療ということで議題になっておりますけれども、そういったことが契機
になっておりますが、望まない妊娠を防ぐという観点から性教育を充実させることが必須
であると思います。さっきも申し上げましたが、そういった上でのＯＴＣ化の議論の土台が
立つというふうに思っておりますが、改めて根本厚生労働大臣にしっかりとした答弁をい
ただきたいと思いますが、性に関する教育についての御決意をお聞かせください。 
○国務大臣（根本匠君） 委員御指摘のとおり、予期せぬ妊娠を防ぐことにもつながる、ま
ずオンライン診療を用いた緊急避妊薬の処方、これについては委員からもいろいろな課題
が提起されました。これは現在、オンライン診療の適切な実施に関する指針見直し検討会、
これにおいて議論していただいておりますので、しっかりここは検討をさせていただきた
いと思います。 
 他方で、より確実な方法であらかじめ避妊が行われるように、性教育の充実に併せて取り



組むことは重要であると認識しております。 
 今委員からもいろんな御紹介がありました性教育の充実については、今文科省からも委
員の鋭い御指摘で答弁がありましたけど、富山市の事例、この先進的な取組、私も富山市の
事例は非常に意欲的な取組だなと思って聞いておりました。そして、東京都の医師会の取組
などのこういう事例も非常に大事だと思います。 
 そして、やはり大事なのは、文部科学省とも連携して学校での性教育について外部講師の
活用という委員のお話もありましたが、外部講師の活用を推進するなど、関係団体の協力を
得ながら性教育の充実が図られるように取り組んでいきたいと思っております。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 
 外部講師の活用を是非政府として進めていただきたいと思っております。そういった性
に対する正しい知識を付けるということが自尊心の向上にもつながると思います。 
 私が富山市のスライドを見まして大変気に入っている一枚がございまして、それは、持ち
物よりも持ち主ということでありまして、大変いい言葉だなというふうに素直に思いまし
た。その人そのものが大事であるよということの強いメッセージを性に関する教育を通し
て培えるということでありますので、是非、根本厚労大臣の強いリーダーシップと高い御見
識の下で、現在に合った性に関する教育を是非専門家集団にもお任せいただきたいという
ふうに思っております。 
 続けて、オンライン診療に関してでありますが、二問続けてになりますが、医薬局にお尋
ねをしたいと思っております。 
 このオンライン診療によりましては、この緊急避妊薬が処方される際について、患者様が
速やかに薬剤を入手するのが望ましいということで、その一例として、行く行くは電子処方
箋が望ましいということも書かれてございますけれども、この電子処方箋に関する取組が
現在どうなっているのかということ。 
 それから、対面の診療についての確認をしたいと思っております。この緊急避妊薬は薬剤
師の前で、その場で内服をするということになっておりますが、私自身はただ薬を渡すとい
うことではないんだというふうに思っておりまして、ここでもやはり適切な性に関する知
識、そして不正出血があるのかないのか、ちゃんと産婦人科につないだ方がいいのかどうか、
そして三週間後に妊娠が成立しているかもしれないので産婦人科を受診してくださいとい
う、あるいは、これが二回目、三回目であるならば、低用量ピルという選択肢も十分に出て
きているんだということも含めまして、きちんとした知識を薬剤師によって授けていただ
くということも女性の健康に大きく資する話だというふうに思っておりますので、その二
点についてお答えいただければと思います。 
○政府参考人（宮本真司君） 大きく二つ御質問いただきました。 
 まずは、一点目の電子処方箋に関する取組についてでございます。 
 厚生労働省におきましては、処方箋の電子化を可能とするため、平成二十八年三月に、処
方箋、紙で普通出るものでございますけれども、これを電磁的記録によって作成し、交付し、



あるいはその保存を可能とするための省令改正を行うとともに、電子処方箋の円滑な運用
や地域医療連携の取組を進めるための電子処方せんの運用ガイドラインを策定しておりま
す。 
 しかしながら、その後、本ガイドラインに準じました電子処方箋の運用は進んでいないと
いう状況にございましたので、昨年六月に閣議決定されました未来投資戦略二〇一八や規
制改革実施計画におきまして、既に定められました現行のガイドラインの見直しを含め、円
滑な運用をできる仕組みの検討等が求められたところでございます。 
 このため、平成三十年度におきまして、電子処方箋の本格運用に向けた実証事業を実施い
たしまして、その報告書を公表いたしました。この報告書では、紙媒体を必要としない方法
で実施した事業の結果を踏まえ、何点かの今後の普及に向けた提言が盛り込まれていると
ころでございまして、今後、本報告書の提言も踏まえまして、今年度中に電子処方箋による
円滑な運用を可能とするようなガイドラインの改定に向けた取組を速やかに進めてまいり
たいと考えているということでございます。 
 それから、もう一点、緊急避妊薬を薬局において薬剤師が患者さんにお渡しするときの点
につきましての課題等につきましての御質問でございます。 
 御指摘のとおり、緊急避妊薬の服用に関しましては、十分な知識を有する薬剤師がプライ
バシーの確保、その利用させる患者さんと申しますか、利用者の方のプライバシーの確保や、
それからその使用するに至るまでの状況に応じた使用者の心身の状況に配慮し、その使用
者に必要な情報として、先ほど先生からも御指摘いただきましたけれども、緊急避妊薬は確
実に妊娠を回避するものではないということや、副作用があると、あるいは緊急避妊薬はな
るべく早く飲まなきゃいけないんだというような留意点、あるいは、先ほど先生から御指摘
ありましたように、適切な避妊としてどういうものがあるのかといった点につきまして情
報をきちんと提供するなどの対応が必要であるということを考えております。 
 また、さらに、緊急避妊薬の効果につきましては、国内臨床第三相試験におきまして、先
生から御紹介いただいたように、七十二時間以内の経口投与によって妊娠阻止率が八〇％
程度であったということを考慮すると、服用後に改めて産婦人科の先生などに受診するよ
う勧奨することは当然重要なことと考えております。 
 また、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議、いわゆるスイッチの検
討会議でございますが、ここにおきましては、我が国における性教育の現状等に加えまして、
薬剤師が使用者のメンタル面に関してもアドバイスできるような体制が重要であるといっ
た点が指摘されたところでございます。 
 こうした対応を十分に行うことができるよう、薬剤師等の関係団体におかれまして緊急
避妊薬の扱いも含めた産婦人科領域の研修が既に行われておりまして、私どもとしまして
も、これらの関係団体と協力しながら、更なる施策の充実に努めてまいりたいと思っており
ます。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 



 そのほかにも、薬剤師の皆様には、実は質の向上ということで二問用意しておりましたが、
そこまで行かないことをお許しいただきたいと思いますが、入学して薬剤師の国家試験に
合格するそのパーセンテージが大学によってはたった二〇％しかないという大学もござい
ます。これ大学としての役割を果たしているのか、薬剤師としての質の向上にどのように大
学は考えているのか、あるいはそれをどう文科省は考えているのかということも是非お伺
いしたかったわけでありますけれども、こういった局面でございます、薬剤師に期待される
ことが非常に大きいという中で、是非皆様には総合的な対策をお願いしたいと思います。 
 二十九分までということでございまして、時間がもうあと二分でございますけれども、最
後に高階副大臣に、女性の医療職の中でのハラスメント対策について一言、一つ質問させて
いただきたいと思います。 
 実は、看護それから介護につきましてもそれぞれの調査が行われているんでありますが、
女性医療職全般としてのハラスメントの対策についての調査あるいは指導というものがな
いということでございます。ここに対しまして、一つ一つの職種でそれを行うのではなく、
全体観を持って行っていただきたいというふうに強く我々は希望するわけでありますが、
ここに対しての御意見をお聞かせいただければと思います。 
○副大臣（高階恵美子君） 確かに、社会保障の実現者として医療、福祉の仕事に従事いた
だいている労働者の中には女性の就業割合が高いし、このことを維持することが社会保障
の維持につながるということで、非常にハラスメント対策重要だと考えております。 
 そして、一口に医療従事者と言いましても、男女の構成が職種別に違っていたり、働く場
も病院以外に地域、保育所、教育機関、企業と多様でございますので、でき得る範囲で、各々
の場所でどういった状況で仕事が行われ、どのような課題を抱えているのかということを
つぶさに見ていく必要は確かにあると思います。 
 いずれにいたしましても、女性労働者が安心して就業を続けていただける環境づくりの
ために丁寧に取組を進めてまいりたいと思いますし、特に女性医療従事者の就業環境の改
善には引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えます。 
○自見はなこ君 ありがとうございます。 
 これからは職種横断的に女性医療職ということで取組を進めさせていただくことができ
れば、こんなに有り難いことはないと思います。 
 八十五分間ありがとうございました。これで終わります。 


