
 

 

日本女性会議日本女性会議日本女性会議日本女性会議２０１７２０１７２０１７２０１７    とまこまいとまこまいとまこまいとまこまい 

 

「「「「参加報告書参加報告書参加報告書参加報告書」」」」 

 

 

 

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金）））） 

～～～～１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江別市男女共同参画推進連絡協議会江別市男女共同参画推進連絡協議会江別市男女共同参画推進連絡協議会江別市男女共同参画推進連絡協議会 

江別市生活環境部市民生活課市民協働担当江別市生活環境部市民生活課市民協働担当江別市生活環境部市民生活課市民協働担当江別市生活環境部市民生活課市民協働担当 

苫小牧市公式キャラクター「とまチョップ」 



1 

 

【【【【参加者参加者参加者参加者】】】】    

 阿部 実、髙橋 安雄、伊藤 留美子、江畑 稔、山田 昌次、佐藤 朋子、橋本 梨江、大西 

未紗 

 

 日本女性会議２０１７とまこまい参加報告書は上記８名の合同により作成いたしました。 

 大会に参加し、各会場で感じたことを参加者がそれぞれの視点で報告させていただいておりま

す。そのため、統一的な体裁となっておりませんことをあらかじめご了承願います。 

 

【【【【大会大会大会大会プログラムプログラムプログラムプログラム】】】】    

＜１日目＞ 

10 月 13 日（金） 

11：30～受付 

13：00～13：30 開会式・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ 

13：30～15：00 特別揮毫・講演・・・・・・・・・２ページ 

15：00～15：30 基調報告・・・・・・・・・・・・・・４ページ 

15：30～16：30 記念講演・・・・・・・・・・・・・・４ページ 

 

＜２日目＞ 

10 月 14 日（土） 

    9：00～受付 

    9：30～11：30 分科会・・・・・・・・・・・・・・・・5 ページ 

   12：30～12：50 アトラクション・・・・・・・・・・・21 ページ 

   13：00～13：50 特別講演・・・・・・・・・・・・・・21 ページ 

   14：10～14：30 分科会報告・・・・・・・・・・・・21 ページ 

   14：30～16：00 記念シンポジウム・・・・・・・22 ページ 

   16：00～16：30 閉会式・・・・・・・・・・・・・・・・23 ページ 
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＜＜＜＜１１１１日目日目日目日目＞＞＞＞ 

【【【【10月月月月 13日日日日（（（（金金金金）】）】）】）】 

 

◆◆◆◆開会式開会式開会式開会式◆◆◆◆ 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧苫小牧苫小牧苫小牧市民会館市民会館市民会館市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 13:00～～～～13:30】】】】 

   

 

 

◆◆◆◆特別揮毫特別揮毫特別揮毫特別揮毫・・・・講演講演講演講演◆◆◆◆                       （報告者：江畑 稔） 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 13:30～～～～14:30】】】】 

    金澤金澤金澤金澤    泰子泰子泰子泰子さんさんさんさん（（（（東京芸術大学評議員東京芸術大学評議員東京芸術大学評議員東京芸術大学評議員・・・・日本福祉大学客員教授日本福祉大学客員教授日本福祉大学客員教授日本福祉大学客員教授）））） 

金澤金澤金澤金澤    翔子翔子翔子翔子さんさんさんさん（（（（書家書家書家書家）））） 

『『『『ちがいはかけがえのないちがいはかけがえのないちがいはかけがえのないちがいはかけがえのない個性個性個性個性    ～～～～ダウンダウンダウンダウン症症症症のののの娘娘娘娘とととと共共共共にににに生生生生きてきてきてきて～』～』～』～』 

 

    当日、会場周辺は、主催者の意に反して、来場者でごった返しており、急遽会場をもう

一か所設けて、そちらは揮毫を放映するという事で、始まりました。 

 今回の文字は「共に生きる」（写真参照）です。 

 金澤翔子さんは、5 歳の時初めて筆を握り、小学校 4 年生 10 歳の時に、本格的に書道の

道へ入りますが、そのきっかけは学校側から強く転校を求められた事にあります。 

つまり障がい児学級のある小学校への転校、これにはお母さんの泰子さん、日頃娘は普

通学級、普通の子供の中で育てたいと願っていましたから、激しく抵抗します。                                         

しかし願い叶わず、学校側と喧嘩となって、学校へは行かない事になってしまいます。         

この時の事をお母さん、「翔子は競争の世界から外れ、結果的にそれが翔子の成長に無理の

ない時間となって、、、競争のない世界で育ったお陰で、翔子の純粋の、素の部分が育った。」

と言っています。 

 さて本格的に書道の学習が始まります、、、般若心経 276 文字、この中には書道で必要な

ものが全部あると言われていますが、一文字でも間違えれば、最初からやり直し。 

写経、難しい漢字を写す、、、来る日も、来る日もこれを、10 歳の子供にやらせる。 

翔子さんは「止めて、もうヤダ。」とかは言わないが、泣きながらやっていたらしい。 

 涙が半紙に点々と落ちます、、、この涙の跡の付いた書が、今「涙の般若心経」として人

の足を止めています。 
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 そして、「今思えば、この時の集中する力、忍耐力が、今日の揮毫を可能にする力を、養

ってくれた。」とお母さんは言っています。 

 20 歳の時、初めての個展、「障がい者の娘がやる、後にも先にもこれが一回こっきりの

個展になるだろうから、、、。」と、お金を掛けて、一流の画廊でやります。 

ところが、これが始めてみたら予想外の反響、、、マスコミにも取り上げられ NHK も来

る、全国的に知れ渡り、より遠い所から人が来る、中には書の前で泣きながら見ている人

もいる、、、。 

自分の書が、世の人にどんな風に見られ、人はどんな風に反応するのか、それを彼女は

生まれて初めて目の当たりにします。 

お母さんは当時の事を振り返って、「あの時翔子の中で、何かが変わった、、、。」と言って

います。           

実は翔子さん、この時まで自傷行為を持っており、、、彼女の場合「爪噛み」という現象

で現れていましたが、相当激しいものだった様で、その原因は彼女が 14 歳の時、一番可愛

がってくれていたお父さんが、亡くなり、突然彼女の目の前から居なくなります。 

この時、爪噛みは現れて来ました。彼女にとって、絶望的な喪失感だった筈です、、、。そ

の自傷行為が、この個展を境にピタリと止まります、、、もう爪噛みは必要なくなったとい

う事でしょう。 

 それまで彼女の情緒的不安定さを、肉体を傷付ける痛みの方向で、バランスを保ってい

た後ろ向きの緩衝作用が、もう必要なくなったという事だと思います。 

そして、一回こっきりの筈の個展は、もう 250 回を超えています。 

 京都に建仁寺というお寺がありますが、ここには俵屋宗達の「風神雷神図」が展示され

ています、、、国宝です。 

驚く事にこの国宝の隣に、そっくり同じ構図の翔子さんの風神雷神の書が、並べて展示

されています。       

「こんな事はあり得ない事、普通は起こり得ない事。」と、お母さんは言います。 

そしてもう一つ、鎌倉建長寺、創建 800 年、臨済宗の大本山、ここでの揮毫が終了、後

片づけの時、彼女が見当たらない、、、慌てて手分けして、、、居ました。 

何処に居たかと言いますと、会場の近くにトイレがありますが、彼女ここで一人、便所掃

除をしていたんですね。 

これを見た管長が「自分が管長をしている間、毎年 5月のゴールデンウィークに、彼女

の個展をやる。」と、言い出す。 

こんな事はあり得ない事と、お母さんは又、言います。 

この様なあり得ない事が、娘の周りでは起こる、、、。 

長くお母さんは、娘に対する称賛の言葉を、「同情がらみでは、、、と、思っていたが、そ

れは違っていた。」と、言っています。 

そしてそれが何なのかハッキリ分かったと言い、「翔子の周りには、私も含めて人には見

えない何かがあって、それが、翔子の書を通して見る人に届くのではないか、、、と思う様

になった。」と、言っています。 

 更に、「このあり得ない事を可能にさせているもの、、、それは、翔子をして障がい者足ら

しめている、障がい者の刻印を押している、あの一本多いと言われている染色体、、、これ
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なのではないか。」と言っています。   

 翔子さんは母親に、「生んでくれて有難う。」と言い、そして母親は、「翔子はダウン症で

良かったんだ、、、。」とまで、言い切る様になっています。 

彼女は今、32 歳、お母さんから離れて一人暮らし、料理、掃除、身の回りの事一切をこ

なし、買い物等で、地域とのコミュニケーションももう 2 年、、、。 

こうして見て来ると、彼女にして一本多いというその染色体、これは本当に余分なんだ

ろうか、、、と、思ってしまいます。 

 

 

◆◆◆◆基調報告基調報告基調報告基調報告◆◆◆◆                         （報告者：阿部 実） 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 15:00～～～～15:30】】】】 

武川武川武川武川    恵子恵子恵子恵子（（（（内閣府男女共同参画局長内閣府男女共同参画局長内閣府男女共同参画局長内閣府男女共同参画局長）））） 

少子高齢化に伴い生産年齢人口の減少、高齢化率、５０年後の人口状況などを具体的に

話され、安倍政権発足後約４年で、女性の就業者数は約１５０万人増加など興味ある話で

あった。 

 

〈主な内容〉 

・女性活躍の必要性 ～少子高齢化、生産年齢人口の減少～ 

・女性就業者数の推移 

・子どもの出生年別、第一子出産後の妻の就業継続率 

・男女共同参画社会に関する世論調査 

・民間企業の管理職等に占める割合の推移 

・ジェンダー・ギャップ指数 

・諸外国の国会議員に占める女性の推移 
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◆◆◆◆記念講演記念講演記念講演記念講演◆◆◆◆                                                                                            （報告者：伊藤 留美子） 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 15:30～～～～16:30】】】】 

渡辺渡辺渡辺渡辺    えりえりえりえり（（（（劇作家劇作家劇作家劇作家・・・・演出家演出家演出家演出家・・・・女優女優女優女優）））） 

『『『『夢見夢見夢見夢見るるるる力力力力    ～～～～つながるつながるつながるつながる幸幸幸幸せせせせ～』～』～』～』 

 

 一日目の記念講演はテレビで見ない日がないほど、大活躍の女優、渡辺えりさんでした。 

彼女は山形県生まれで女優だけではなくドラマ、映画、エッセイなどの執筆活動、コン

サート、情報番組でコメンテーターをつとめるなど活躍の場を広げています。 

今年１月には作・演出の新作「鯨よ！私の手に乗れ」を東京シアタートラムで公演。渡

辺さんが女優になろうとしたきっかけは歌手の沢田研二さん、ジュリーにあこがれてだそ

うです。渡辺さんが芸能界に入って憧れの沢田研二と顔をあわせた時は感動したそうです。

今年の１０月７日に行われた沢田研二さんのライブにも行ったと話していました。 

また、エッセイ、劇作家は、少女時代にお母さんから昔話をしてもらった後にその続き

を自分で想像して考えていたそうです。 

たとえば、ももたろうの話は最後に鬼退治をしてハッピーエンドになっているけどその

後のサル、きじ、犬はどうしたのだろう？とか、また、シンデレラ姫は王子様と結婚して

その後は？とかというふうに考えていました。そのことが本を作っていくのに役立ってい

るそうです。シンデレラ姫のガラスの靴を王子様がもって靴の持ち主をさがしている時に、

いじわるなお母さんは靴をはくのに足の指を切ったということが真実だと皆さん知ってい

ますか？と話をしていました。 

幼い子供の頃の渡辺えりさんはいじめられっ子で、大人になった今でもそのいじめた子

の名前はフルネームで覚えていると話していました。いじめた側は忘れているかもしれな

いけど、いじめられた側は絶対に忘れないと言っていました。 

また、ウトナイ湖で白鳥が北へ向かう途中に骨？羽根休めをしていて感動したようで何

度もウトナイ湖の話をしていました。 

一時間のトークでしたが、さすが女優、劇作家だと感動しました。話はあちこちへ飛び

ながらも聞いている会場の人達をひとつにすることに魅了されました。 
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＜＜＜＜２２２２日目日目日目日目＞＞＞＞ 

【【【【10月月月月 14日日日日（（（（土土土土）】）】）】）】 

 

◆◆◆◆分科会分科会分科会分科会◆◆◆◆ 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館ほかほかほかほか    時間時間時間時間 9:30～～～～11:30】】】】 

 

全１１分科会のうち、報告者８名がそれぞれ参加した８つの分科会（１、４、５、７、

８、９、１０、１１）について報告いたします。 

 

1．．．．DV（（（（グランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニュー王子王子王子王子    白樺白樺白樺白樺のののの間間間間 / 定員定員定員定員 120 人人人人））））        （報告者：橋本 梨江） 

題題題題    名名名名     デートデートデートデート DV 予防教育予防教育予防教育予防教育のののの実践実践実践実践                                                         

～～～～大切大切大切大切なあなたとつくるなあなたとつくるなあなたとつくるなあなたとつくる心地心地心地心地よいよいよいよい関係関係関係関係～～～～ 

形形形形    式式式式     シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 

出演者出演者出演者出演者     講師講師講師講師 兼兼兼兼 シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：八幡八幡八幡八幡 悦子悦子悦子悦子（（（（ハーティハーティハーティハーティ仙台代表理事仙台代表理事仙台代表理事仙台代表理事）））） 

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 兼兼兼兼 シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：山山山山崎崎崎崎 菊乃菊乃菊乃菊乃（（（（北海道北海道北海道北海道シェルターネットワーシェルターネットワーシェルターネットワーシェルターネットワー    

クククク事務局長事務局長事務局長事務局長、、、、NPO 法人女法人女法人女法人女のののの

スペース・おんスペース・おんスペース・おんスペース・おん代表理事代表理事代表理事代表理事）））） 

シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：竹内竹内竹内竹内 真子真子真子真子（（（（DV 心心心心のケアのケアのケアのケア holoholo ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーター）））） 

花輪花輪花輪花輪 千里氏千里氏千里氏千里氏（（（（NPO 法人法人法人法人ウィメンズウィメンズウィメンズウィメンズ結理事結理事結理事結理事）））） 

 

本分科会は、最初に八幡悦子氏の講義があり、続いて、山崎菊乃氏、竹内真子氏、花輪

千里氏から自身の活動や経験について報告し、４人の意見交換が行われた。 

 

＜講演・活動紹介＞ 

 八幡悦子氏の講演 

 今、日本では４日に１人、配偶者によって殺されている。また、５人に１人がＤＶの被

害者である。ＤＶによって、子どもたちに摂食障害が生じたり、自傷行為をしたりするな

どの影響が生じる。 

 暴力の環境に育ち、適切な手当てを受けなかった場合、怒りを自分にむけると薬物など

の依存症に、他人に向けるとデートＤＶやストーカー、家族に向けると家庭内暴力やＤＶ、

児童虐待、高齢者虐待などを起こしてしまう。 

 虐待からの守り方を教えることができるのは、学校である。義務教育の時代に学ぶこと

ができないと、前世代の暴力を繰り返して、次世代にも続いてしまう。（高校を中退してし

まう子もいるため、義務教育で学ぶ必要がある。）また、学校で子どもにパンフレットを渡

したところ、お母さんの保護につながった例もある。 

 殺人までいかない、軽い犯罪のうちに加害者は罰則を受けるべきである。その行為がど

ういう犯罪にあたるのかを知ってもらうため、犯罪名（暴行傷害など）を教えるようにし

ている。 
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 性暴力は、人格権の侵害である。暴力にあったら、「いや（ノー）」、「にげる（ゴー）」、

「はなす（相談する）（テル）」ことが必要だが、まずは、とにかく「逃げる」こと。必ず

問題の対応策がある。早く、詳しいところに相談すること。取り返しがつかないのは命だ

けであり、生きて帰れば良い。 

 

山崎菊乃氏の話 

 自身もＤＶの被害者で、１９９７年に３人の子どもたちと一緒に夫のところから逃げた。

当時はＤＶ防止法がなかったが、私たちが声を上げたことで同法が制定・施行された。 

 北海道が設置しているシェルターは、２４時間体制となっているものの、中学生以上の

男の子は児童相談所へ回され、母子分離となってしまう。民間シェルターは、中学生以上

の男の子も受け入れる。（各シェルターに確認が必要。）人手不足、施設不足のため、２４

時間体制ではないところも多い。 

 北海道には、民間シェルターが８カ所ある。道内の大半の地域をカバーしているが、旭

川より北が空白地域となってしまっている。 

 民間シェルターでは、相談受付、緊急一時保護のほか、保護ざれた女性の自立支援に重

きを置いている。（メイクアップ講座や日本語講座（外国人の被害者も多い）、子どものた

めイベントなど。） 

 

 竹内真子氏の話 

 ＤＶの勉強を始めたのは、高校２年生の頃からである。中３のときに両親が離婚。その

両親の間にＤＶがあった。 

 デートＤＶの予防啓発の話を中高生に話す活動をしているが、４０～６０代の支援者に

話すことも多く、そのときは今若者にどんなことが起こっているか伝えている。 

 「デートＤＶ」が何かを知らない若者が多い。講演では、殴るだけが暴力ではないこと

を伝えている。 

 若者の現状を語るうえでのキーワードは、「デジタル化」である。若者を取り巻く環境は

変化し続けていて、大人たちはついていけずにいる。「この人分かってないな」と思われた

ら子どもから信用されなくなってしまう。 

 高校生のスマホ所持率９９％で、彼らはスマホがないと人間関係を築けない。小、中、

高合わせてのスマホ所持率は６７．３％である。ラインやツイッターの利用者が多いが、

最近はインスタグラム（写真をメインに伝えるもの）の利用が増えてきている。 

 デートＤＶの中に「デジタル暴力」という概念があり、インターネット上の書き込み、

無許可で写真や動画をアップする、ＧＰＳ系アプリの悪用などが該当する。 

 ＳＮＳを否定するだけでは問題は解決しない。正しい知識を伝えることが大切である。 

 

 花輪千里氏の話 

 小中学校の養護教員として４０年間勤務した後、２０１２年から苫小牧にある民間シェ

ルターである「ウィメンズ結」にて活動している。 

ウィメンズ結では、年間約２，０００件のＤＶ相談を受けている。平成２８年度は、約

３，０００件であった。 
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 デートＤＶ出前講座に力を入れていて、当初、道の委託を受けて公立高校を対象に行っ

ていたが、平成２７年度からは苫小牧市の委託を受けて実施している。 

 平成２７，２８年度は１０校分、平成２９年度は１５校分の予算がついた。平成２９年

度は、中学校１０校で出前講座を行う。（苫小牧市には、中学校が１４校ある。） 

 中学生版の出前講座では「関係性」を重視し、グループワークなどを通して、相手にど

うやって気持ちを伝えたらよいかを考えてもらうようにしている。 

 

＜意見交換＞ 

山崎氏 八幡氏の話によると、４日に１人がＤＶで殺されている、ＤＶ家庭で育った子ど

もが暴力を振るう連鎖が深刻だということである。若い人たちが被害者にならな

いようするため、２００８年から全国のシェルターで高校生や大学生を対象とし

たデートＤＶ防止出前講座を行っている。花輪氏の話では、デートＤＶ防止出前

講座を、もう少しで苫小牧市内の全ての中学校で行えるとのことである。義務教

育の中に入っていくためには、どのようなことが必要か。 

八幡氏 私の場合、最初は「性教育」で予算がつき、現在は「デートＤＶ」の予算となっ

ている。出前講座を行うことは、当ＮＰＯにとっても活動が広がると思った。「人

権」や「性教育」と言ったほうが、教育現場には入りやすいと思う。教育委員会

と連携を図る必要がある。高校教諭や東大など有名大学の学生による犯罪も多く、

新聞記事を使って事実を知らせるべきである。市民全員が、ＤＶについて説明で

きるようになることが大事だと思う。 

山崎氏 若い世代に効果的に寄り添うことが必要である。１０代からの電話による相談は、

まずない。 

竹内氏 若い人にとって、電話はハードルが高い。また、ＮＰＯが発信しているものも、

硬い内容のものは読まない。寄り添うような内容にすると、読んでもらいやすい。

若い人にはＳＮＳでアプローチすることが大事で、その際は団体名のアカウント

のほうがよいと思う。 

山崎氏 民間シェルターを運営して、困っていることは何か。 

花輪氏 避難してきた人１人に対していくら、というふうに団体にお金が入る。事前に避

難してくる人数は分からないため、予算の見通しが立たない。また、シェルター

で働く人は、ボランティアでやっている人が多いため、自立支援をどこまで続け

られるか分からない。行政が、民間シェルターにもっとお金を出してほしい。き

ちんとした財政基盤で、民間シェルターで支援している人が安心できる社会にす

る必要がある。 

 

＜感想＞ 

 ＤＶやデートＤＶ関連の被害で報道されているものはほんの一部で、実際には相当な件

数が発生している。デートＤＶについて、教育の場で正しい知識と対策を伝えることが大

切であると実感した。この分科会では、仙台市と苫小牧市におけるデートＤＶ防止出前講

座の先進的な事例を聞くことができた。当市の今後のデートＤＶ防止出前講座を進めるう

えでの参考としたい。 
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4．．．．ワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランス（（（（苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール / 定員定員定員定員 600 人人人人））））（報告者：江畑 稔） 

題題題題    名名名名     中小企業中小企業中小企業中小企業こそワークライフバランこそワークライフバランこそワークライフバランこそワークライフバランスのスのスのスの実践者実践者実践者実践者だだだだ！！！！                     

～～～～実態調査実態調査実態調査実態調査をををを通通通通してしてしてして見見見見えたえたえたえた地域地域地域地域のののの未来未来未来未来～～～～ 

形形形形    式式式式     パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 

出演者出演者出演者出演者     講師講師講師講師 兼兼兼兼 コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：金井金井金井金井 篤子篤子篤子篤子（（（（名古屋大学大学院教授名古屋大学大学院教授名古屋大学大学院教授名古屋大学大学院教授）））） 

パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：鏡鏡鏡鏡    吉伸吉伸吉伸吉伸（㈱（㈱（㈱（㈱北海砥石商会常務取締役北海砥石商会常務取締役北海砥石商会常務取締役北海砥石商会常務取締役）（）（）（）（ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング協力企業協力企業協力企業協力企業）））） 

櫻田櫻田櫻田櫻田 泰己泰己泰己泰己（（（（苫重建設苫重建設苫重建設苫重建設㈱㈱㈱㈱管理部副部長管理部副部長管理部副部長管理部副部長）（）（）（）（ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング協力企業協力企業協力企業協力企業）））） 

 

概要 

    この講座は、現在ワークライフバランスが制度として、仕組みが行き届いた大企業と、

行き届いてない中小企業では、何が違うのかの観点から掘り起こそうという趣旨です。 

 つまり必ずしも大企業の中で旨く運用されてない現状の、打開点を探るのが目的です。 

 

・ワークライフバランスとは何か 

   「男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の啓発等、自らが希望するバラン

スで展開出来る状態。」、 

    ※ 残念ながらこの概念は、日本独自の発想ではなく、外国からの導入である事。 

      仕事と家庭の配分については、個々人が考えるとし、多様性を尊重する。 

特に個人を尊重する視点を、前面に打ち出しています。 

 

１）日本での必要性の背景  

① 少子化の問題 

1989 年出生率が、7 年前の 1966 年の丙午を下回り、1.57ショックと呼ばれる。 

2005 年には 1.26 で、2007 年骨太方針にワークライフバランスが盛り込まれる。     

しかしその後の 2016 年でも出生率 1.44、、、簡単には上向かない。 

※ 人口維持には、2.0 が必要で、子供の育て方視点の欠乏、問題点の分析不足を

指摘されている。 

 

② 職場のメンタルヘルスの問題・過労死 

・バブル末期 1980 年代、過労死問題化。 

これは世界的な問題ではなく日本だけの現象、問題であり、今ある命迄をも奪う、い

つも進行中の深刻な問題、、、働き過ぎて死んでゆく、何の為の労働か？ 

2016 年       心臓疾患の労災認定  260件 死亡 107件 

精神疾患の労災認定  498件 死亡 84件 

※ 肉体的要因より精神的要因の方が圧倒的に多い。 

      講師は、この原因は日本の伝統的考え方が、未熟であると結論付けている。 

 

２）各国の捉え方、取り組み 

  ☆イギリスを除くヨーロッパ型（国、地方自治体の公共政策として展開） 

    ・サバテカル休暇制度（スウェーデン） 
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     勤続 2 年以上、給料６８％支給、1 年休暇可、失業者のシェアリングが条件 

    ・ジョブ・ローテーション制度（フィンランド） 

     社会保障から７０％失業補償、90 日～359 日休暇可、失業者雇用条件。 

  ☆アメリカ、イギリス型 

    ・企業経営上のメリットが最優先、企業型 

 

日本では・・・社会保障制度の育児休業、保育整備状況等は、ヨーロッパ型であるが、現

状では内容が貧弱、企業におけるワークライフバランスの展開が期待され

ている。 

結果、制度はあるが活用しにくい環境にある。 

 

３）ワークライフバランスの効用    

  ・共稼ぎ男性の仕事、家庭関与との関係 

    仕事、家庭共に関与度が高いと、最もコンフリクト（対立、衝突）が低く、仕事

関与のみ高いと、最もコンフリクトも高い。 

    （利点として関与せざるを得ない領域への積極的な関与姿勢、意欲を引出す。） 

  ・女性パートタイマーのワーク、ファミリー、コンフリクトと仕事満足、意欲。 

   中程度のコンフリクトがあった方が最も満足、意欲度が高い。 

   仕事と家庭両立が挑戦的課題となり、プラス思考となる。 

       

４）しかし、実現が難しい。 

  ・システム化難しい、、、制度有っても、実際利用する人が、少ない。 

   男性の育休 2002 年     取りたい人・・・・・7/10 

                 実際取った人・・・・3/1000（0.3％）、 

2016 年     実際取った人・・・・3/100（国家公務員 14.5％） 

   原因として 

   ・多元的無知の話 

     集団の多くが、その規範を受け入れてないにも関わらず、皆は受け入れてるの

ではないかと信じてしまう状態 

   対策として 

・自分の所にある資源の掘り出し、新しい目線で、新しい側面を創意する 

    Ex：名古屋大学では 保育園を作った、、、お陰で、特色のある人材が集まる様に

なった。 

※ 制度・仕組みが行き届いた大企業と中小企業では、ワークライㇷバランスの 

考え方がちがうのではないか？  

 

苫小牧の現状 

 人口 17万人（道内 5 番目） 企業数 7723社、（中小企業 98.6％） 

 現状 

  全体の 64％がワークライフバランスを「知らないか、良く知らない」 
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  自社で取り組んでいる事。 

 ・特に何もしてない。              （20％強）   

・産前産後休暇制度の実施への取り組み思考中   （15％） 

  問題点 

     ・業務量に対して人員が不足。 

     ・個人事情を犠牲にしても、頑張る人が評価される。 

 

  ワークライフバランスの必要性 

     ・必要か、必要でないのか揺れている。 

     ・人員確保の面から、若者雇用の面から、定着率の問題から必要。 

     ・経費の余裕がない。 

  ワークライフバランスは、業績に結び付くか？ 

     ・判断出来ない。 

 

〈結び〉 

地域の発展性を鑑みて、創意工夫、そして助け合いで、男も女もワークライフ

バランスに挑戦して貰いたい。 

 

 

5．．．．貧困貧困貧困貧困（（（（苫小牧市文化交流苫小牧市文化交流苫小牧市文化交流苫小牧市文化交流センターセンターセンターセンター / 定員定員定員定員 360 人人人人））））                        （報告者：山田 昌次） 

題題題題    名名名名     子子子子どどどどもももものののの貧困貧困貧困貧困    ～～～～貧困貧困貧困貧困にににに悩悩悩悩むむむむ子子子子どどどどももももたちたちたちたち    皆皆皆皆ででででなくそなくそなくそなくそうううう貧困貧困貧困貧困のののの連鎖連鎖連鎖連鎖をををを～～～～ 

形形形形    式式式式     シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 

出演者出演者出演者出演者     講師講師講師講師 兼兼兼兼 コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：松松松松本本本本 伊智朗伊智朗伊智朗伊智朗（（（（北海道大学大学院教育学北海道大学大学院教育学北海道大学大学院教育学北海道大学大学院教育学研究研究研究研究院教授院教授院教授院教授）））） 

シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：辻辻辻辻川川川川 恵恵恵恵美美美美（（（（NPO 法人法人法人法人木木木木とととと風風風風のののの香香香香りりりり代表代表代表代表）））） 

藤沢藤沢藤沢藤沢 紀世安紀世安紀世安紀世安（（（（錦岡錦岡錦岡錦岡未来未来未来未来塾塾塾塾アシストアシストアシストアシスト代表代表代表代表）））） 

伊藤伊藤伊藤伊藤 裕司裕司裕司裕司（（（（室蘭言泉室蘭言泉室蘭言泉室蘭言泉学学学学園児童養護施園児童養護施園児童養護施園児童養護施設設設設わわわわかかかかすぎすぎすぎすぎ学学学学園総合施園総合施園総合施園総合施設長設長設長設長））））     

 

メイン会場の市民会館から徒歩１６分ほど離れた、苫小牧市文化交流センターで約１２

０名の参加者の中で開催されました。 

経済的困窮家庭で育つことは子どもの学力や健康状態まで影響し、長期的な貧困が結果

として貧困の連鎖につながります。 

経済的困窮状態に置かれている子どもに「何ができるか」について考える必要から、苫

小牧で起きている貧困の実情について講演やシンポジスト３名の取り組みの紹介と討論か

ら私たち一人ひとりができることを探りました。 

はじめに講師の松本教授から資料映像を用いながら講演があり、貧困率の動向、日本と

諸外国の比較から子どもの貧困率は上昇傾向にあり、母子世帯は就労、非就労に関わらず

高く、子ども子育て家族に対する社会的支出が低く、ボーダーラインとして１人世帯で年

収１２０万円、４人世帯で２４０万円程度とのこと。 

他国との比較例では所得再分配前と再分配後（政策介入）では、諸外国の貧困率は１／

３程度に下がるのに日本は下がらず、就業別一人親世帯の貧困率も諸外国は働くと下がる
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のに日本は働いても下がらない傾向となっています。 

率化だけでは見えてこないものとして、・時間の長さ・貧困の深さ、深刻さ・不利、困難・

個人の思い、感情・経験としての貧困等が挙げられました。 

貧困という経験の理解としては、１）経済的資源の制約、２）不利の複合、３）選択可

能性の制約、４）社会的孤立、５）人生の可能性の制約、６）時間の経過と人間、７）尊

重されることの欠落などがあります。 

親の人生子どもの笑顔、そして社会的公正安定的な社会の持続、自己決定による参加と

退出の自由、「努力」の質や量は正しく評価されているか、選択肢が制約されていないか、

などを念頭に社会が対応する責任（個人責任も）考えましょうということで終わりました。 

 

１人目のシンポジストの伊藤氏は資料映像を交えて、わかずぎ学園の現状を話され、園

生は２９名在籍していること。進学しても中途退学後の社会生活は非常に厳しいことから

高卒を見越した進路指導、生活指導を、又、大学進学をしても経済的理由から退学、奨学

金の返済に４０才近くまでかかることなどを話され、法人独自の給付型奨学金制度を創設

し、支援をしていると結びました。 

 

２人目のシンポジストの藤沢氏は教職定年後、教育委員会、苫小牧市生活支援課などで

勤務され、生活保護世帯の子どもと接したことから、学習塾の立ち上げに繋がり、教育と

福祉の複眼で子どもの背中を押すことが生きがいとなっていることから、平成２５年に立

ち上げた塾の様子を、映像を交えて話された。 

１４名程度の塾生を月４回教えている。高専生のボランティアの協力を得て永く続けて

もらうことから有償とし、受講生から塾費を徴収していること、学校外教育で差が出るた

め、教育の場が必要で学力を高めてあげることが大切であると話されました。 

 

３人目のシンポジストの辻川氏は、高校在学中に世界７２か国の文通相手と貧困、戦争、

政治、宗教のリアルを知り、大学進学後、アメリカへ旅に出て、帰国後結婚、再婚をし、

４人の子どもを抱える様々な事情と明るく向き合うために「木と風の香り」設立。多くの

ボランティアスタッフとともに子ども食堂を運営、その状況を、ビデオ映像を交えながら

説明されていました。 

おしゃれなカフェを目指していて、民家の空スペースを活用、月１回の開催でインター

ネットでの全国配信をしている。フリーマーケットによる資金作り、スタッフは登録４０

名、しかし開催日のスタッフメンバーはなかなか集まらない苦労。 

しかしながら、明るく食事とともに音楽など発表できる場として開いていることで楽し

くやれていると結ばれました。 

 

これら三方の話を基に質問がなされ疑問点、やりがい等、コーディネーターを中心に討

論に入りました。 

Ｑ．学習意欲の高め方は。 

Ａ．ほめて接すること。 

Ｑ．食堂を増やしていくのには。 
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Ａ．資金作りが大変。しかし行政には頼らず自分たちで進めていく。アピールはするが。 

Ｑ．三方のやりがい、楽しいことは。 

Ａ．子ども成長の喜び。 

Ａ．自分の第２の人生の喜び。 

Ａ．ボランティアの方からの言葉。子どもたちからの言葉の喜び。 

最後にコーディネーターの言葉として家族と地域のつながりが大切であり、勇気をもっ

て１歩踏み出してほしいとまとめられました。 

 

近年向こう３軒両隣的な空気が希薄になり、子どもたちの様子を窺うのも通学路での見

守りでしか顔を合わせることがありません。それでも、毎日見守ることで変化が読み取ら

れ、元気な顔を見て安心できます。地域をパトロールし、公園などで遊ぶ姿をみて戻りま

すが、何が出来るか１歩踏み出す勇気を考えながら日々を過ごしていきたいと、思いを深

くしてメイン会場の苫小牧市民会館に向かいました。 

 

 

7．．．．平和平和平和平和（（（（苫小牧市文化会館苫小牧市文化会館苫小牧市文化会館苫小牧市文化会館 / 定員定員定員定員 500 人人人人））））                                        （報告者：大西 未紗） 

題題題題    名名名名     若若若若者者者者かかかからららら語語語語りはりはりはりはじめじめじめじめるるるる平和平和平和平和とととと未来未来未来未来      

～～～～つながりつながりつながりつながり、、、、共共共共感感感感しししし、、、、一緒一緒一緒一緒にににに考考考考ええええ、、、、そそそそれぞれれぞれれぞれれぞれのののの一歩一歩一歩一歩をををを～～～～ 

形形形形    式式式式     シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 

出演者出演者出演者出演者     コーディネータコーディネータコーディネータコーディネーターーーー：：：：清末清末清末清末 愛砂愛砂愛砂愛砂 ( 室蘭工室蘭工室蘭工室蘭工業大学業大学業大学業大学准准准准教授教授教授教授) 

シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：アフアフアフアフガガガガニスタンのニスタンのニスタンのニスタンの女子学生女子学生女子学生女子学生 2 名名名名 

沖縄沖縄沖縄沖縄のののの高校高校高校高校生生生生 2 名名名名 

苫小牧苫小牧苫小牧苫小牧のののの高校高校高校高校生生生生 2 名名名名 

 

清末准教授が、日本の憲法の歴史や先日起きた米軍の軍用機墜落のニュースに触れなが

ら、どんな平和を求めていくべきか、どんな平和を未来に残していくべきか、日本国憲法

についても見直す機会として考えてほしいと言い、清末准教授が学生らに質問を投げかけ

る対話形式のシンポジウムが始まりました。内容は、下記のとおりです。 

 

＜清末准教授＞ 

日本は日本国憲法を持ったが、憲法は持っているだけでは幸せにはなれないものである。

全ての人に平等に適用されなければならなく、そうでなければ平和的生存権が脅かされて

いることになる。 

沖縄は米軍基地があることで平和的生存権が脅かされている、アフガニスタンでは内戦

や戦乱が起きている、北海道は貧困率が高く、自衛隊の基地が日本で最も多い場所である。 

 

Ｑ 自分たちのまちについて 

（苫小牧） 

・先日、北朝鮮のミサイルが北海道の上空を飛んだが、北海道の人はアフガンの人に比べ

たら、そういうことに疎い。 
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（沖縄） 

・中部（沖縄市）は、基地に囲まれている。オスプレイが常時飛んでいる。 

・東村という地域は、基地が近く、１１時過ぎまで飛んでいる。 

（アフガニスタン） 

・わたしたちは孤児院で生活している。アフセコの支援を受け、自由は何か、本当の幸せ

は何かを学校に通うことで学べている。 

（アフセコ：アフガニスタンの首都カブールで孤児院を運営している団体） 

 

Ｑ 学校について 

（沖縄） 

・近くに基地があるため、騒音で授業が中断することがある。騒音は定期テスト時にもあ

ることがある。 

（苫小牧） 

・苫小牧工業高校は６科で約７２０人の生徒がいる。 

・苫小牧高専は５年制で約１０００人の生徒がいる。 

（アフガニスタン） 

・音楽の学校に通っていて、アフガニスタン初の女性オーケストラをやっている。 

 

Ｑ 社会の状況について 

（アフガニスタン） 

・毎日のようにタリバンの兵士がやってくる。女の子が１人で道を歩くと、誘拐される。 

・教育や医療の質が低いため、家庭内暴力が多い。 

・女性の生活は困難であり、女性は１５歳で結婚しなければならない。キャリアを持つこ

とはいいことと思われないし、そうさせてくれない。 

・音楽は男性のするものと思われている。 

 

Ｑ おかしいと思っていることについて 

（沖縄） 

・先日、ヘリコプターが墜落していたが、国は何もしない。自国の利益だけを重視してい

る。 

 

Ｑ 願う未来（将来）について 

（苫小牧） 

・人と人工知能をつなぐ架け橋になりたい。人工知能により、さらに女性が社会進出でき

るのではないか。男女の差や人種の差をなくしたい。 

・平和な世の中で暮らしたい。 

（アフガニスタン） 

・音楽を教える先生になりたい。 

・人々に変化してほしい。平和になってほしい。 

（沖縄） 
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・天然記念物である動物など、自然と共に生きられるようになってほしい。 

・平和の国であると伝えられるような日本にしたい。 

 

Ｑ 平和な未来のためにどんなことをしたらいいか 

（苫小牧） 

・日本は資金援助しているだけだが、昔からの培ってきた技術を伝える。 

・日本やアフガニスタンの状況なども含めて知ることが必要。 

 

Ｑ 感想について 

（苫小牧） 

・知らないことが多いと感じた。日本のメディアのニュースは芸能関係が多い。情報網が

多いのに、日本はそういうことを報道しない。メディアだけでなく、自分でインターネ

ット等を活用し、情報収集するべきだと思った。 

・今日の話をいろいろな人に伝えたいと思った。 

（沖縄） 

・このような場で、話すことが出来てよかった。 

（アフガニスタン） 

・今日を楽しみにしていた。いろいろな話を聞き、自分も話すことができてよかった。 

 

＜感想＞ 

 沖縄の米軍による軍用機墜落事故やアフガニスタンの内乱・戦争等の報道は、わずかな

時間のみである。それも、報道は一時的なものに過ぎない。苫小牧の学生も述べていたが、

わたしたちは知る機会が少ないと感じた。実際に、そこで生活している人の現状が報道さ

れることは少ない。この分科会を通じて、沖縄やアフガンの現状や支援している団体につ

いても知ることが出来、平和的生存権について、改めて考える機会となった。 

 

 

8．．．．ダイバーダイバーダイバーダイバーシティシティシティシティ（（（（苫小牧市役苫小牧市役苫小牧市役苫小牧市役所所所所 / 定員定員定員定員 100 人人人人））））                        （報告者：伊藤 留美子） 

題題題題    名名名名     ととととももももにににに働働働働きききき    ととととももももにににに生生生生きるきるきるきる    ～～～～障障障障がいがいがいがい者者者者雇用雇用雇用雇用のののの観点観点観点観点かかかからららら～～～～ 

形形形形    式式式式     シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 

出演者出演者出演者出演者     講師講師講師講師 兼兼兼兼 シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：西村西村西村西村 公公公公子子子子（㈱（㈱（㈱（㈱エエエエフフフフピピピピココココ 取締役取締役取締役取締役総総総総務人事本部副本部長務人事本部副本部長務人事本部副本部長務人事本部副本部長）））） 

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：棒手棒手棒手棒手 由美由美由美由美子子子子（（（（一般財団一般財団一般財団一般財団法人苫小牧法人苫小牧法人苫小牧法人苫小牧保健保健保健保健センターセンターセンターセンター専専専専務理事務理事務理事務理事）））） 

シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：木村木村木村木村 泰子泰子泰子泰子（（（（元元元元大大大大阪阪阪阪市市市市立立立立大大大大空空空空小学小学小学小学校校校校校校校校長長長長）））） 

佐々木佐々木佐々木佐々木 ああああゆみゆみゆみゆみ 

（（（（ワーカーズコーワーカーズコーワーカーズコーワーカーズコーププププ・センター・センター・センター・センター事業事業事業事業団団団団北海道事業本部事務局長北海道事業本部事務局長北海道事業本部事務局長北海道事業本部事務局長）））） 

河西河西河西河西    保保保保（（（（㈲㈲㈲㈲スタークリーニングスタークリーニングスタークリーニングスタークリーニング代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役）））） 

〈コーディネーター〉 

棒手 由美子（一般財団法人苫小牧保健センター専務理事） 

 北海道陸別町出身。１９７８年苫小牧市役所保健師として入職 

苫小牧市における乳幼児期健診システムや療育体制の構築、健康増推進事業、介護保険事
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業など、保健福祉事業全般に携わる。 

２０１５年苫小牧保健センター着任、健康つくり事業や地域包括ケアの推進にむけ邁進

中。 

 

〈講師兼シンポジスト〉 

西村公子（（株）エフピコ取締総務人事本部副本部長） 

エフピコとはエコトレーの会社です。障がいのある人の雇用を始めたのは１９８６年、

３１年前からです。以来、障がいのある従業員は基幹業務において、文字通り戦力として

活躍してきました。経営として成り立つ障害雇用を行うだからこそ障がいのある人の力を

十分に発揮してもらうという経営方針の下、働いて生きるという当たり前のことを実現し

ています。 

従業員は全員、正社員です。 

業務内容は簡易食品容器製造リサイクルの現場で活躍しています。 

リサイクル業務はスーパーマーケットなどの店頭で回収し、再生容器へとリサイクル、

発砲トレー（色や柄のトレーと白いトレーの選別）、透明容器（テープがついていたりする

不適品を取り除いて一列にならべる）、ＰＥＴボトル・食品トレー・容器の製造は成形加工、

検品、組み立て加工、包装があり、発泡トレーや透明容器、折箱タイプ容器を製造してい

ます。 

透明容器を一列に並べる作業は機械作業を行ったこともあるそうですが、２００８年よ

り障がいある人が担当して手作業で選別を行うようになり、生産性と精度が格段にあがり

ました。障がいのある従業員数は３７４名、身体障害３５名（うち重度１５名）知的障害

３３５名（うち重度２５８名）精神障害４名です。 

勤続３０年という人もいます。当初は、不安も多々あり仕事を無断で勝手に休んだり、

コミュニケーションが上手にできない人などがいました。 

部長や生活支援員の方は障がいがあっても働きやすい環境を整えてきたこと、それは障

がいのない人も必要だったこと、細やかな声かけをするなどと取り組んでいます。目と目

でもコミュニケーションしています。 

今は仕事が楽しくて働くことが好きだという人達が多くなっています。将来はリーダー

になるくらいに育って欲しいと選別工場課長は話しています。 

 

〈シンポジスト〉 

河西 保（（有）スタークリーニング代表取締役） 

苫小牧市内で一般ホームクリーニング店を経営。昭和４２年に従業員２名で営業開始を

しました。 

平成２９年現在で従業員３４名のうち障がいのある人は１５名（知的障がい）、現在、苫

小牧心身障害者職親顧問など数々の職務について活躍されています。 

河西さんが障害のある人を雇用するきっかけは、こんなエピソードがありました。従業

員の中に障がいのある子供のお母さんがいました。当時、障がいのある人は仕事をする場

所がなく、そのお母さんが子供の将来を心配して社長の河西さんに「自分が死んだあとの

ことが心配で自立する場所がないだろうか？」と相談、そこで河西さんが雇用することに
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なりました。 

仕事は健常者より丁寧な仕事をしたそうです。 

 

木村 泰子（元大阪市立大空小学校校長） 

大阪市立大空小学校初代校長を９年間務めました。 

すべての子供の学習権を保障する学校をつくるという学校理念の基、発達障がいの子も

知的障がいの子もみんな同じ教室で学び個性の発揮できる学校をつくりました。 

現在は不登校０で転校生も増加しています。こんなエピソードがありました。 

新任の担任の先生が障がいのある子が突然大きな声を出したとき先生は口に手をあてて

「シー」とするとほかの生徒たちが「なんでシーなんや！」と先生は君たちがうるさいと

思って注意したと、すると生徒たちは「その子は何かを訴えている」のだと、また、障が

いのある子が急に歩きだしたのでまたまた注意したところ生徒たちはその子は自分たちが

テストをしているのでその子も何かをしなければと真剣になっているのだと、また大空小

学校の卒業生が市内の中学校へ。そこで大空小学校以外の生徒が障がいのある生徒たちに

「お前たちは勉強の邪魔になるから消えてしまえ！おまえたちは生きている価値がない」

と、それで木村校長のところへ相談にきました。その相談にきた生徒たちは「そう言うこ

とを言った生徒たちがかわいそうだ。私たちは障がいのある子たちと一緒に勉強したこと

で優しさを覚えた、そのことを分からない子がかわいそうなのでそのことを教えてあげた

いけど、どうしたらいいのか」との相談でした。 

すべての子に居場所をつくる。学校が変われば地域が変わる、そして、社会も変わって

いくと木村校長は話していました。 

 

佐々木 あゆみ（ワーカーズコープ・センター事業団北海道事業本部事務局長） 

「尊敬あるいのち、人間らしい仕事とくらしを最高の価値とします」という労働者協同

組合の原則をモットーに活動しています。佐々木さんは、北海道出身で２００８年ワーカ

ーズコープ入団。苫小牧市でコミニテイセンター館長、放課後等デイサービス管理者を経

て、現在は事業本部所属しています。 

労働者協同組合は１０代～７７才までの人達が働いています。 

障害も身体障害、精神障害、うつ病の方たちと多種多様な人達です。自分たちが資金を

集めて会社をつくっている協同組合です。 

自分らしく誇りをもって働きたいと一人ひとりが思って働いています。 

 

※全国初の福祉トイレカーを展示 

車いすリフト・バイオトイレ・多目的ベッド・蓄電池・エアコンなどを装置 

 

 

9．．．．教育教育教育教育（（（（グランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニュー王子王子王子王子    若草若草若草若草のののの間間間間 / 定員定員定員定員 100 人人人人））））    （報告者：佐藤 朋子） 

題題題題    名名名名     今今今今、、、、個性個性個性個性をををを認認認認めめめめ、、、、未来未来未来未来をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育とはとはとはとは何何何何かかかか？？？？ 

～～～～子子子子どどどどももももたちのたちのたちのたちの夢夢夢夢をつなをつなをつなをつなぐミぐミぐミぐミッションッションッションッション～～～～ 

形形形形    式式式式     パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 
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出演者出演者出演者出演者     コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：中中中中橋橋橋橋 理子理子理子理子（（（（札幌札幌札幌札幌市市市市発寒南発寒南発寒南発寒南小小小小ミミミミニニニニ児童児童児童児童会館館長会館館長会館館長会館館長）））） 

パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：加藤加藤加藤加藤 久久久久実実実実子子子子（（（（NPO 法人法人法人法人ににににわわわわとりファとりファとりファとりファミミミミリーリーリーリー副理事長副理事長副理事長副理事長）））） 

舟舟舟舟山山山山 智洋智洋智洋智洋（（（（小学小学小学小学校校校校教教教教諭諭諭諭）））） 

浅利浅利浅利浅利 圭一郎圭一郎圭一郎圭一郎（（（（報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者）））） 

大澤大澤大澤大澤 ちほちほちほちほ（（（（2017 アイスホッケーアイスホッケーアイスホッケーアイスホッケー女子女子女子女子世界選手権世界選手権世界選手権世界選手権 1A  

ススススママママイルジイルジイルジイルジャャャャパンパンパンパン主将主将主将主将）））） 

 

１０月１３日（金）１４日（土）の２日間、日本女性会議２０１７苫小牧が開催されま

した。メインテーマは「北の大地で語ろう これからの未来の一歩を」でした。 

１４日（土）は会議の２日目ですが、この日の午前中は１１の分科会があり、私は第９分

科会に出席しました。タイトルは「教育、今個性を認め、未来を育む教育とは何か？」で

す。 

 

〈パネリスト〉 

大澤ちほ氏（アイスホッケー 平昌オリンピック日本代表キャプテン） 

２０人全員みんないろいろ個性がある、大変だが、その個性をうまく今のアイスホッケ

ー部を向上させるためにうまく使っている、個性があることはすばらしいのだ。 

 

加藤久実子氏（ＮＰＯ法人にわとりファミリー副理事長） 

出産した４男が２０万人に１人という骨形成不全の症状で生まれ、手足の指が１つにく

っついているのを１本１本にはずす手術から始まった。 

次から次へと手術の連続に日々が続いた。しかし、大勢の方々に応援されること、これ

が長い間に子どもの個性を伸ばすことになった。 

そして期待されることは、だんだんその子が伸びることにつながった。 

現在、４男はピアノリサイタルを開いた。 

あきらめず、障がいと向き合ってきて良かった。 

 

舟山智洋氏（小学校教諭） 

昔から料理が好きだった。教育大学岩見沢校卒業後、中学校で家庭科も担当していた。

２００３年から小学校の特別支援学級担任をしている。 

男だから、女だからで、視野を狭くすることなく取り組んで行くつもり。 

 

浅利圭一郎氏（報道関係者） 

ＬＧＢＴは性的マイノリティの便宜上総称で、ＬＧＢＴ当事者は、国内に推計９１２万

人いて、自らのセクシュアリティを公言していません。 

家族に対して最も公言しにくいと感じる当事者が多いのです。 

彼らに彼女はいるの？と聞くのは良くないそうです。 

パートナーはいるの？恋人はいるの？が良いそうです。 

かける言葉で、害意はなくなる、と言うことです。 
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この分科会の最後に、次の２点をコーディネーターは挙げました。 

１．家庭が変われば、地域が変わる、そうすれば学校も変わる。 

２．大人の言う言葉の責任を感じること。 

 

来年は日本女性会議２０１８金沢です。 

是非行って、参加したいですネ！ 

 

 

10．．．．健康健康健康健康とととと食食食食育育育育（（（（グランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニュー王子王子王子王子    芙蓉芙蓉芙蓉芙蓉のののの間間間間 / 定員定員定員定員 200 人人人人）））） 

（報告者：阿部 実） 

題題題題    名名名名     ままままだだだだ間間間間にににに合合合合うううう！！！！今今今今のののの大人大人大人大人にににに食食食食育育育育をををを！！！！ 

～～～～将将将将来来来来をををを担担担担うううう子子子子どどどどももももたちたちたちたちへ･･･へ･･･へ･･･へ･･･ 現現現現代代代代社社社社会会会会のののの健康健康健康健康をををを考考考考えるえるえるえる～～～～ 

形形形形    式式式式     パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 

出演者出演者出演者出演者     コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：荒荒荒荒川川川川 義義義義人人人人（（（（札幌保健医療札幌保健医療札幌保健医療札幌保健医療大学大学大学大学保健医療保健医療保健医療保健医療学部学部学部学部栄養栄養栄養栄養学科教授学科教授学科教授学科教授）））） 

パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：青青青青山山山山 則靖則靖則靖則靖（（（（フードフードフードフードプロプロプロプロデューデューデューデューササササーーーー）））） 

川川川川畑畑畑畑 盟盟盟盟子子子子（（（（元元元元市市市市立室蘭総合病立室蘭総合病立室蘭総合病立室蘭総合病院管理院管理院管理院管理栄養士栄養士栄養士栄養士）））） 

渡部渡部渡部渡部 睦睦睦睦実実実実（（（（北海道北海道北海道北海道コンコンコンコンササササドードードードーレレレレ札幌札幌札幌札幌ししししまふまふまふまふくくくく寮寮寮寮調理調理調理調理スタッフスタッフスタッフスタッフ 

・アスリートフード・アスリートフード・アスリートフード・アスリートフードママママイスターイスターイスターイスター）））） 

 

〈荒川 義人氏の講演概要〉 

いま、日本型食生活が崩壊し、生活習慣病が増えている。その背景には、自給率の低迷

や欠食・過食・偏食などがある。そのため、食育が求められており、国・北海道・市町村

では、それぞれ食育推進計画が策定されてきている。今後さらに食育を推進するためには、

理想的なバランス食である日本型食生活から機能性を活かした健康食である北海道型食生

活への再構築が求められている。 

 

青山則靖氏は、レシピ作成、イベント出演、ＴＶ・ラジオ出演、料理教室などさまざま

な分野で活躍されている。料理教室では、性別や年代などそれぞれ対象者のニーズに合わ

せて開催し、いずれも「やってみたい！つくってみたい！レシピ」をモットーにレシピを

考えている。当日は、簡単に作れるホワイトソースレシピとそのホワイトソースを使用し

たアレンジレシピを紹介していただいた。 

川畑盟子氏は、自身の市立室蘭総合病院勤務時代の経験を交えて、健康上の問題で日常

生活が制限されることなく自立して生活ができる期間である健康寿命についてのお話をし

ていただいた。フレイルティ（虚弱性）の定義やサルコペニア（筋肉の喪失）の診断など、

必要な身体機能についての説明があり、さらに健康寿命には、運動・栄養・社会参加の３

つの柱が必要であることなどについて話していただいた。 

渡部睦実氏からは、主に栄養面の食事療法について話していただいた。個々で必要な栄

養素量や種類は異なり、身体に必要な栄養素を過不足なく摂ることが必要であるとの説明

があり、年齢別栄養の摂り方や、病気別栄養の摂り方について話していただいた。 
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11．．．．日本日本日本日本のののの「「「「男女男女男女男女（（（（みみみみんなんなんなんな））））」」」」よよよよ幸幸幸幸せになせになせになせになろうろうろうろう（（（（苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    小小小小ホールホールホールホール / 定員定員定員定員 200 人人人人）））） 

（報告者：髙橋 安雄） 

題題題題    名名名名     平等社平等社平等社平等社会会会会ををををめざめざめざめざしししし    つながつながつながつながろうろうろうろう    夢夢夢夢はははは必必必必ずずずずかなかなかなかなうううう 

形形形形    式式式式     ワークショッワークショッワークショッワークショッププププ 

出演者出演者出演者出演者     コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：小小小小林林林林 千千千千枝枝枝枝子子子子（（（（国立国立国立国立女性教育会館学女性教育会館学女性教育会館学女性教育会館学習相談習相談習相談習相談員員員員）））） 

パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：髙橋髙橋髙橋髙橋 雅雅雅雅子子子子（（（（苫小牧男女苫小牧男女苫小牧男女苫小牧男女平等平等平等平等参画参画参画参画推進推進推進推進協議会会長協議会会長協議会会長協議会会長）））） 

三上三上三上三上 順順順順子子子子（（（（社社社社会福祉法人会福祉法人会福祉法人会福祉法人百合愛百合愛百合愛百合愛会会会会幼稚舎幼稚舎幼稚舎幼稚舎あいかあいかあいかあいか園園園園長長長長）））） 

小小小小野野野野 千恵子千恵子千恵子千恵子（（（（苫小牧市男女苫小牧市男女苫小牧市男女苫小牧市男女平等平等平等平等参画参画参画参画推進推進推進推進センターセンターセンターセンター長長長長）））） 

 

「平等社会をめざしつながろう 夢は必ずかなう」 

市民・団体・起業・行政の現状報告後、グループに分かれてワークショップを行った。 

参加者の地域の男女平等参画の現状と課題について話し合った後、「協働と連携」のまち

づくりについて考えた。 

 

厚生労働省ＨＰ 

第８９回社会保障審議会医療保険部会 

「後期高齢者の低栄養防止等の推進について」 

2016年 6月 17日市町村セミナー 

「後期高齢者の健康」より抜粋 
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１．開会あいさつ 

２．パネリスト活動報告 

３．質疑応答 

４．ワークショップ 

５．ワークショップ発表 

６．コーディネーターまとめ 

  「日本の男女（みんな）よ 幸せになることを願って『ふるさと』を歌いましょう」 

 

髙橋 雅子 協議会の経緯説明 

三上 順子 保育士の状況説明 

小野 千恵子 女性のための施設・平成２１年基本計画制定 

 

Ｑ１（奈良県からの参加者） 

   男女平等参画の意味は？ 

Ａ１（髙橋会長） 

    女性自立精神。平成１５年から平等を叫びながら（苫小牧）進めて条例・基本計

画制定の認定にこぎつけた。 

 

他にも数例の質問があった。 

６人のグループを作りワークショップ それを発表 

小林 千枝子コーディネーターが総まとめで発表、最後に幸せになることを願って『ふる

さと』の歌をみんなで歌った。 

 

〈感想〉 

主にＤＶの意見が多かった。 

１１分科会は女性がほとんどで、被害の話であった。被害者の話を聞く貴重な機会とな

った。 

日本中の男女共同参画推進連絡協議会の実施方向に違いはなかった。 

江別市男女共同参画基本計画に則っていきたいと思っている。 

 

 

◆アトラクション◆◆アトラクション◆◆アトラクション◆◆アトラクション◆ 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 12:30～～～～12:50】】】】 

石川石川石川石川一一一一男男男男社社社社中中中中    民民民民謡元気組謡元気組謡元気組謡元気組 
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◆◆◆◆特別講演特別講演特別講演特別講演◆◆◆◆                                                                                                （報告者：大西 未紗） 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 13:00～～～～13:50】】】】 

髙橋髙橋髙橋髙橋    義義義義男男男男（（（（ととととままままここここままままいいいい脳神経外脳神経外脳神経外脳神経外科科科科・・・・岩岩岩岩見見見見沢脳神経外沢脳神経外沢脳神経外沢脳神経外科科科科・・・・大川大川大川大川原脳神経外原脳神経外原脳神経外原脳神経外科科科科病病病病院院院院・・・・別海別海別海別海町町町町

立病立病立病立病院院院院のののの小小小小児脳神経外児脳神経外児脳神経外児脳神経外科科科科・・・・小小小小児神経児神経児神経児神経・・・・小小小小児児児児リハリハリハリハビビビビリテーションリテーションリテーションリテーション部長部長部長部長）））） 

『『『『渡渡渡渡るるるる世世世世間間間間はははは嘘嘘嘘嘘ばばばばかり・・・かり・・・かり・・・かり・・・““““格差社格差社格差社格差社会会会会をををを打打打打ちちちち破破破破るるるる”””” 

～～～～思考停止思考停止思考停止思考停止のののの世世世世のののの中中中中、、、、あきあきあきあきらめらめらめらめないないないないでででで本本本本質質質質をつくをつくをつくをつく～』～』～』～』 

 

 －すべての子どもには無限の可能性がある。そして、大人も高齢者もその可能性をつな

げていかなくてはならない。－ 

 みんな同じ人間であり、違いはかけがえのない個性、障がいは多様性であるとし、障が

いの有無を越えて、一人ひとりの個性が生かされ、生きがいを感じながら生活できる男女

平等参画社会の大切さについてお話をしていただきました。 

格差にはめられてしまった社会の現状や自身のさまざまな経験話から、高橋氏が話され

ていた「大人変われば まち変わる」の意味を実感しました。 

 

 

 

 

◆◆◆◆分科会報告分科会報告分科会報告分科会報告◆◆◆◆                                                                                            （報告者：大西 未紗） 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 14:10～～～～14:30】】】】 

星星星星    道道道道博博博博（（（（日本女性会議日本女性会議日本女性会議日本女性会議 2017 ととととままままここここままままいいいい    企画部会長企画部会長企画部会長企画部会長）））） 

 

分科会の設定理由と分科会で話し合われた内容が報告されました。 
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◆◆◆◆記念記念記念記念シンポジウム◆シンポジウム◆シンポジウム◆シンポジウム◆                                                                                （報告者：大西 未紗） 

【【【【会場会場会場会場：：：：苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 14:30～～～～16:00】】】】 

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：神神神神田田田田    道子道子道子道子（（（（東東東東洋洋洋洋大学名大学名大学名大学名誉誉誉誉教授教授教授教授）））） 

シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト：：：：髙橋髙橋髙橋髙橋    雅雅雅雅子子子子（（（（日本女性会議日本女性会議日本女性会議日本女性会議 2017 ととととままままここここままままいいいい実実実実行委行委行委行委員長員長員長員長・・・・苫小牧男女苫小牧男女苫小牧男女苫小牧男女平等平等平等平等

参画参画参画参画推進推進推進推進協議会会長協議会会長協議会会長協議会会長）））） 

                            原原原原田田田田    和久和久和久和久（（（（出出出出光興産光興産光興産光興産 株株株株式会式会式会式会社社社社）））） 

菅原菅原菅原菅原    修孝修孝修孝修孝（（（（苫小牧苫小牧苫小牧苫小牧埠頭埠頭埠頭埠頭 株株株株式会式会式会式会社社社社）））） 

                            岩倉岩倉岩倉岩倉    博博博博文文文文（（（（苫小牧市長苫小牧市長苫小牧市長苫小牧市長）））） 

『『『『「「「「ととととままままここここままままいいいい発発発発    男女男女男女男女平等平等平等平等参画参画参画参画社社社社会会会会をををを語語語語るるるる」」」」 

～～～～輝輝輝輝くくくくオオオオールとールとールとールとままままここここままままいいいい““““市民市民市民市民・・・・団体団体団体団体のののの力力力力＋＋＋＋企業企業企業企業のののの力力力力＋＋＋＋行政行政行政行政のののの力力力力””””～』～』～』～』 

 

「協働をするときに何が必要か。役割などお互いを知りあうことである。お互いを知ら

ないと協働できない。」 

その言葉のもと、それぞれのシンポジストが、取り組みや展望等について語りました。 

 

<髙橋氏> 

・昭和５６年に苫小牧男女平等参画推進協議会設立。 

・女性教育会館について、市長や教育長などと語り合った。 

・行政と社会が力を合わせていきたい。 

・苫小牧市の男女平等参画審議会の委員になっているので、男女平等参画基本計画内で現

在の活動を見える化したい。 

 

<原田氏> 

・社員９，０００人。創業者は佐三。仕事を通じて成長し、尊重される人間になることを

理念として掲げ、実践を重んじ、仕事で鍛えることを行っている。 

・研修は、中堅社員研修、社長のワーキングママ体験などがある。 

・地域に貢献するために、安定した操業を行い、雇用の機会を増やしたい。 

・人づくりが重要であるため、男女関係なく、社員がそれぞれ尊敬される人になれるよう

にしたい。 

・子育てに対し、柔軟に対応できるようにしたい。 
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<菅原氏> 

・社員２６０人。貨物を預かる会社で昭和３８年の開港に合わせてできた会社。 

・苫小牧を拠点とし、地域に育ててもらった会社である。 

・物流の世界のニーズに応えないといけない。 

・社員の世代の対応、社員の地域性の多様性、男女の職域が低くする、社員の人材の裾野

を広げる、既存社員の多様な経験を伝える、この５つに取り組んでいる。 

・男女共同参画の実現や雇用機会の確保に努めたい。 

 

<岩倉市長> 

・苫小牧の特徴は、①平成２５年に男女平等参画宣言をした。企業と市民が協働して宣言

することができた。②行政は、現在総合計画を改定しており、第２章 理想の都市に「人

間環境都市」、第４章第１節の３番目に基本構想「男女平等参画の推進」と入れている。 

・市民との協働の中で具体的に展開し、男女平等参画の推進を行っていく。 

・時代の課題に向き合いたい。 

 

<神田氏（まとめ）> 

・社会をつくる。地域を作る。活動の見える化が大事。 

・仕組み作りが大事。でも、動かないと意味がない。仕組みをどう動かすか、仕組みとい

う仕組みを動かす装置が必要。それを人が動かす。参画力と協働力をつけるような装置

を作って、連携して人が動かす。 

・地域を作ることは、１人１人の生活のためになる。その意識を持ってもらいたい。 

 

 

  

 

◆◆◆◆閉閉閉閉会式会式会式会式◆◆◆◆ 

【【【【会場会場会場会場: 苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館苫小牧市民会館    大大大大ホールホールホールホール    時間時間時間時間 16:00～～～～16:30】】】】 

・次年度開催地メッセージ石川県金沢市 

・記念シンポジウムシンポジストによる大会宣言 

・駒沢大学附属苫小牧高等学校吹奏楽部 
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[日本女性会議日本女性会議日本女性会議日本女性会議２０１７２０１７２０１７２０１７ととととままままここここままままいいいい大会大会大会大会宣言宣言宣言宣言] 

 

１１１１    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの人人人人権権権権をををを尊尊尊尊重重重重しししし、、、、生生生生ききききやすやすやすやすいいいい地域地域地域地域社社社社会会会会をつくるたをつくるたをつくるたをつくるためめめめにににに行動行動行動行動 

ししししますますますます。。。。 

１１１１    一一一一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの個性個性個性個性やややや能能能能力力力力をををを活活活活かしながかしながかしながかしながらららら生生生生活環境活環境活環境活環境もももも大切大切大切大切ににににすすすするるるる働働働働ききききやすやすやすやすいいいい 

職職職職場場場場をををを目指目指目指目指すすすすたたたためめめめにににに行動行動行動行動ししししますますますます。。。。 

１１１１    男女男女男女男女平等平等平等平等参画参画参画参画社社社社会会会会をををを目指目指目指目指すすすすたたたためめめめのののの連携連携連携連携やややや協協協協働働働働をををを進進進進めめめめるたるたるたるためめめめにににに積極的積極的積極的積極的にににに行動行動行動行動 

ししししますますますます。。。。 

 

北北北北のののの大地大地大地大地かかかからチらチらチらチェンジェンジェンジェンジ！！！！！！！！ 

 

２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日    日本女性会議日本女性会議日本女性会議日本女性会議２０１７２０１７２０１７２０１７ととととままままここここままままいいいい 

 

 

 

＜＜＜＜日本女性会議日本女性会議日本女性会議日本女性会議２０１７２０１７２０１７２０１７ととととままままここここままままいにいにいにいに参参参参加加加加してのしてのしてのしての感感感感想想想想＞＞＞＞         （代表者：阿部 実） 

 

今年度の「日本女性会議」は、苫小牧市で開催され近隣都市なので、関係役員を対象に

参加しました。 

苫小牧市は熱心な歓迎ぶりが駅に降りた時から感じられ、全員がオレンジ色のジャンバ

ーで旗を手にしながら案内をしてくれました。駅から道路のいたるところまで配置され、

会場の入り口まで迷うことなく案内されましたのがとても印象的でした。 

 さて、苫小牧市は経済的の恵まれた都市なので、人口の割合には都市の建物が整備され、

メイン会場の「苫小牧市民会館」はじめ「グランドホテルニュー王子」「文化会館」「文化

交流センター」等どの会場の報告も立派で参加された方は満足されたと思います。 

 


