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はじめに 

 

本県を取り巻く社会・経済環境は、人口減少・少子高齢化の進行やデジタル社会の進展

などにより、大きな変革期を迎えています。 

これらの変化に対して、国内でも有数の「ものづくり県」である本県がさらに技術開発

力を高め、課題を解決しながら持続的に発展できるようにするためには、女性の視点や発

想も取り入れた多様な研究・技術開発を進めていくことが大変重要です。 

しかしながら、科学技術に係る研究者に占める女性の割合（全国）は低く※１、また、次

代を担う人材となることを期待されている理工系大学の学部へ進学する女子生徒数は、男

子生徒と比べて低い水準に留まっています※２。本県の「ものづくり県」としての強みを活

かすためには、女性の研究者・技術者の増加を図るとともに、その能力を発揮することの

できる環境づくりが重要です。 

これらのことから、進学・就職・企業活動の各段階において女性の十分な能力発揮を阻

む要因等を明らかにし、理工系分野における女性活躍に向けて、具体的かつ効果的な施策

を検討するための基礎資料を得ることを目的に、県として初めて本調査を実施しました。

本調査結果をもとに、理工系分野における女性活躍のための取組を推進して参りますので、

引き続き御理解・御協力くださるようお願い申し上げます。 

最後となりましたが、実施に当たっては、各企業、大学、女性団体、県教育委員会、高

等学校、庁内関係各部から様々な御助言及び多大なる御協力をいただきました。また、受

託した株式会社あしぎん総合研究所には意欲的に業務を遂行していただきました。さらに、

理工系企業の最前線で長年御活躍された行木陽子氏にも示唆に富んだ御提言をいただきま

した。ここに改めて、本調査に御協力いただいた皆様に深く感謝を申し上げ、調査報告書

の巻頭言とします。 

 

令和４（2022）年１月 

 

                        栃木県県民生活部長 千金楽 宏 

 

 

 

 

※１ 日本の研究者に占める女性の割合（出典：総務省「科学技術研究調査（令和２年）」17.2％ 

※２ 大学・短期大学等の学部別進学者数（出典：栃木県教育委員会 令和３（2021）年度県立高等学校等

卒業者の進路状況調査報告書） 

  理学（数学、物理学等）進学者：女子 64 人、男子 112 人 

  工学（土木建築工学、応用化学等）進学者：女子 200 人、男子 907 人  
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