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かけがえのない“わたし”を生きる

～ものづくりのまちから発信～
　日本女性会議2020あいち刈谷は、性別だけでなく、年齢、国籍、働

き方、障がいの有無など、様々な立場にいる人々が、それぞれ「かけが

えのない存在」として尊重される社会の実現を目指す「みんなの会議」です。

　刈谷市の花である「カキツバタ」を

シンボルのモチーフに採用し、広がり

の会であることを花で表現しています。

花の中央に人が集結したイメージを配

しています。

ミライク(MeLike)会議
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★「自分らしさ」が大切にされ、それぞれが自分の「好き」を実践できる

選択肢の多い未来を目指す。
当日は、こちらの特設サイトからご参加ください。

 それぞれの視聴には、パスワードが必要です。　特設サイト▶

大会シンボルマーク

3つのコンセプト

大会テーマ 目 次

C O N T E N T S

大会ニックネーム

「生活と仕事

の調和」の創造
多様性の尊重 世代をつなぐ

※『ミライク』は、学生ボランティアの皆さんが中心となって考えた、あいち刈谷大会の愛称です。
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　「日本女性会議２０２０あいち刈谷」にご参加いただき誠にありがとうございます。皆様のご参加を

心から歓迎いたします。

　大会テーマ「かけがえのない “わたし” を生きる　～ものづくりのまちから発信～」のもと、多くの

方のご協力により長きにわたり準備を進めてまいりましたが、いよいよ本番の時を迎えました。

　本大会は、刈谷市制施行７０周年記念事業の一環として、本来であれば、全国各地から本市にお

越しいただき、分科会や交流会などを通して交流を図り、ネットワークを広げていただく予定でしたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により様々な活動が制限されている中での実施となり、大会史上初

となるオンラインでの開催の運びとなりました。また、コロナ禍を経て「働き方」「家族」「地域活動」

などの中で、様 な々課題が顕在化してきた状況において、「今」だからこその開催意義を見つめ直し、

「ものづくりのまち刈谷」だからこそのチャレンジ精神で、新しい手法による実施を決定いたしました。

　本市を実際に知っていただくこと、直接お会いしておもてなしすることは叶いませんが、本市の観光

スポットや施設紹介などの映像を特設サイト内で随時配信していますので、ご覧いただければと思いま

す。そして、安心安全に交流できるようになった折には、魅力溢れる本市にぜひともお越しいただきま

すようお願い申し上げます。

　さて、本市は、刈谷市男女共同参画推進条例に基づき、性別にかかわらず全ての人の人権が尊

重され、誰もが輝くまち刈谷を目指し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進していると

ころです。本大会では、“自分らしさ” が大切にされ、それぞれが自分の “好き” を実践できる選択

肢の多い未来を目指す「みんなの会議」にしたいという想いから、愛称を「ミライク会議」としました。

『ミライク』は、「みんなのライクを集めて、未来のライフをクリエイト ！」という意味の造語です。学

生ボランティアの皆さんが中心となって考えてくれました。大会の中でも、世代をつなぐ若者たちから

未来へ向けたメッセージを発信してまいります。世代を超え、より多くの考えや想いを共有し、議論を

深めていただければ幸いです。

　最後になりましたが、「日本女性会議２０２０あいち刈谷」の開催に際し、２年以上にわたり企画や

準備を進め、ご尽力いただきました実行委員及びサポータークラブの皆様、本大会趣旨にご賛同いた

だきご支援、ご協力いただきました企業・団体の皆様、全ての関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

本大会が、皆様にとりまして実り多いものとなりますこと、また、新型コロナウイルス感染症の一日も

早い終息を心から祈念し、私の挨拶といたします。

大会長

稲垣　武（いながき　たけし）

刈谷市長

主催者あいさつ 主催者あいさつ

　「日本女性会議2020あいち刈谷」オンライン会議にお集まりいただき、誠にありがとうございます。

全国各地から、多くの方 に々ご参加いただきましたことに、心から感謝申し上げます。

　日本女性会議の沿革は、1975年に「平等・開発・平和」の理念を掲げてメキシコで開催された「国

際婦人年世界会議」とそれに続く「国連婦人の10年」にあります。平等社会を求める気運の高ま

りの中、1984年に名古屋市で第１回会議が開催されました。あいち刈谷大会は第37回、愛知県で

は２回目の開催になります。

　愛知は、自動車、繊維、陶器、農業など、広い意味で「ものづくり」の盛んな地域です。刈谷

市は、その中でも自動車関連産業の集積地として発展してきた「ものづくりのまち」です。多くの企

業や事業所があり、そこで働く人たち、特に男性が多く住むまちでもあります。ともすれば職業労働中

心、男性中心のまちになりがちな刈谷のジェンダー（社会的・文化的性別）  にかかわる課題は、日

本社会の縮図という面があり、そこに「ものづくりのまち」刈谷から発信することの意味があると思い

ます。

　大会テーマは「かけがえのない “わたし” を生きる　～ものづくりのまちから発信～」です。本大

会は更に、性別だけでなく、年齢、国籍、働き方、障がいの有無など、今日の社会の中で様 な々立

ち位置にいる人々がそれぞれ「かけがえのない」存在として尊重される社会をめざす「みんなの」

会議（愛称：ミライク会議）とすることを目指して、準備をすすめてまいりました。

　「令和」に入ってからの日本女性会議は、抗えない事態のために変更を余儀なくされました。昨年、

佐野市で開催予定であった「日本女性会議2019さの」の台風19号による中止に続き、本年はコロ

ナ禍のため、集まっての開催に見直しを迫られることになりました。しかし、「今」だからこそ、そこで

見えてきたジェンダーにかかわる課題を含めて、思いや考えを共有すること、昨年の佐野大会の思い

を受けとめることが大切と考え、オンラインによる開催を決めました。内容的に、コロナ禍での生活とジェ

ンダーに方向転換した企画もあります。

　オンラインという新しい手段を使って、ご参加の皆様が出会い、繋がること、「かけがえのない」

一人ひとりが大切にされる社会に向けて世代を超えて語り合うことで、平等社会の実現に向けた取り

組みが、若い世代に受け継がれることを願っております。

　本大会の開催にあたり、多くのご支援、ご協力を賜りました。関係の皆様に深く感謝し、厚く御礼

を申し上げます。

実行委員長

山根　真理（やまね　まり）

刈谷市男女共同参画審議会 会長

愛知教育大学 教授
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　このたび、刈谷市において「日本女性会議2020あいち刈谷」を開催し、全国各地から多くの

方にご参加いただきましたことは非常に喜ばしく、刈谷市民及び刈谷市議会を代表して心より御礼

申し上げます。

　日本女性会議は、昭和59年に第１回の会議が名古屋市で開催され、以後、愛知県内では第１

回の名古屋市に次ぐ２回目の開催となります。本来であれば、本市にお越しいただき、「刈谷市

の魅力」を直接感じていただきながら、皆様と交流の機会を持てることを心より楽しみにしていま

したが、残念ながら今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、日本女性会議史上、

初めてオンラインでの会議となりました。しかしながら、「新しい生活様式」を実践する初めての

試みによる会議の開催ということで、これまでと異なる楽しみ方も発見できるのではないかと期待

しております。

　本大会は「かけがえのない “わたし” を生きる　～ものづくりのまちから発信～」をテーマとし

ており、性別だけでなく、仕事、家庭、地域生活など異なる立場にいる皆様が「かけがえのない」

存在として尊重される社会を目指すものです。ここ刈谷市は「ものづくりのまち」として、先人達

の創意工夫とたゆまぬ研鑽のもと、自動車製造業を中心に発展してまいりました。今回、歴史ある

日本女性会議が刈谷市で開催されることは大変意義深いことであり、本大会を契機として新たに生

み出された創造性や発想力を全国に発信していくとともに、ご参加いただく皆様にも、「かけがえ

のないもの」を見つめ直すきっかけになっていただけると幸いです。

　刈谷市では、令和元年10月１日から「刈谷市男女共同参画推進条例」が施行され、男女共同

参画社会の実現に向けた取り組みを推進しているところであります。市議会といたしましても、市

民に開かれた信頼される議会の実現を目指し、様々な立場の方々が意欲に応じてあらゆる分野で

活躍できる社会づくりに向けて、より一層努力していく所存でございます。

　結びに、本大会の開催にご尽力をいただきました実行委員会や部会員の皆様、ご協力いただ

いたボランティアスタッフの皆様に心より敬意を表するとともに、ご協賛・ご後援などご支援いた

だきました皆様に深く感謝申し上げ、歓迎のことばとさせていただきます。

　「日本女性会議2020あいち刈谷」が、新型コロナウイルス感染症の流行で国内外が未曾有の危

機に直面する中でも、男女共同参画の歩みを止めず、オンライン形式で開催されますことを、心より

お慶び申し上げます。

　男女共同参画社会の実現は、将来に夢や希望を持ち、誰もが安心して暮らすことができる社会づく

りを進める上で必要不可欠です。しかしながら、世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数にお

いて、日本の総合順位は153カ国中121位と、大変残念な状況であり、特に経済分野や政治分野で

の順位が低いという結果になっています。ジェンダー・ギャップの解消に向けた動きは、国際的には

急速に取組が進んでいます。我が国においても、社会全体での取組を一層加速する必要があります。

　また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は、非正規雇用労働者、宿泊、飲食サービス業

等への影響が大きいことから、女性の雇用に特に強く影響が表れています。一方で、これを契機に、

オンラインの活用が普及することにより、男女ともに新しい働き方の可能性が広がっています。これら

が女性の雇用や生活等に与えている影響と課題について調査検討し、政策課題の抽出を進め、しっ

かり対応してまいりたいと思います。

　さらに、女性に対する暴力への対応も喫緊の課題です。今般のコロナ下で、外出自粛や休業等に

よる生活不安・ストレスからのDVや性暴力の増加・深刻化が強く懸念されています。DVについては、

４月から、相談体制を拡充するため「DV相談プラス」を開始しました。性犯罪・性暴力対策につい

ては、６月に「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」をまとめ、令和４年度までの３年間を集中強化

期間として、被害者支援の充実、加害者対策、教育・啓発の強化等を進めていくこととしています。

　本年は、新たな男女共同参画基本計画を策定する年です。この夏に実施した意見募集や公聴会

では、国民の皆様から約5,600件もの御意見をいただきました。こうした皆様からの声も踏まえながら、

より良い計画となるよう、しっかりと検討を進めてまいります。

　コロナ下にあって、男女共同参画の重要性は一層高まっており、関係の皆様に期待される役割も

大変大きなものがあります。コロナ下での活動には困難も伴いますが、今回のプログラムのように、オ

ンラインの活用をはじめ様 な々創意工夫を凝らし、それぞれが男女共同参画・女性活躍に向けた取組

を大いに進めていただくことを、強く期待しております。

　最後になりましたが、日本女性会議2020あいち刈谷実行委員会の皆様方の御尽力に心から敬意を

表しまして、私からの祝辞とさせていただきます。

内閣府男女共同参画局長

林　伴子（はやし　ともこ）

副大会長

外山　鉱一（とやま　こういち）

刈谷市議会 議長

主催者あいさつ 祝 辞
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　「日本女性会議2020あいち刈谷」が、ここ愛知県刈谷市において開催されますことに、心からお

祝い申し上げます。

　本会議は、昭和59（1984）年に、第１回会議が名古屋市で開催されて以来、毎年全国各地で

開催され、37回目となる今回は、愛知県として２度目の開催となります。これまで多くの方が、様々

なお立場から男女共同参画社会の実現に向けた課題に取り組んで来られ、本会議を支えてくださいま

すことに、深く敬意を表します。

　さて、少子高齢化の進行とそれに伴う生産年齢人口の減少など、社会経済情勢は大きく変化して

います。このような変化に対応して、持続的に発展し、安心・安全で活力ある地域づくりを進めるた

めには、すべての人が個性と能力を発揮して、あらゆる場面で活躍できる多様性に富んだ男女共同

参画社会の実現が不可欠です。このため、本県では、「愛知県男女共同参画推進条例」と「あい

ち男女共同参画プラン」を両輪として、様 な々取組を推進してまいりました。

　このような中、令和元（2019）年12月に中国で確認された新型コロナウイルス感染症は、わが

国においても多くの人命を奪うとともに、人々の日常生活や経済活動に厳しい制限をもたらしました。

　コロナ禍により、テレワークを始めとした柔軟な働き方を導入するなど、企業における働き方に変化

が見えた一方、これまでも指摘されていました、人権の尊重や様々な困難を抱える人々への支援、

DVや性犯罪等の暴力根絶など、安心して暮らせる社会づくりの必要性を再認識する出来事もありま

した。

　今年は、会議の全プログラムをオンライン開催という方法に変更した、挑戦の年です。新たな形で、

「今だからこそ」開催する意義がある、実り多い内容となることを期待しております。

　そして、県外の方におかれましては、本会議により、最先端技術を駆使した自動車関連産業のまち

刈谷市と、それらの製造業に支えられた「産業首都あいち」について知っていただく契機となれば幸

いです。

　最後に、本会議の開催に御尽力されました関係者の皆様に敬意を表しますとともに、御参加の皆

様の益々の御活躍を心から祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。

愛知県知事

大村　秀章（おおむら　ひであき）

1日目

11月13日（金）

オープニング 10：00～

基調講演 10：30～

分科会 セクション1（A～C) 13：00～

分科会 セクション2（D・E） 15：00～

祝 辞
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コロナ禍とジェンダー

　新型コロナウイルス感染症をめぐる状況は、今日のジェンダー課題を顕在化し、わたした

ちの生活に大きな影響を及ぼしています。一方で、新しい繋がり方、暮らし方、働き方の可

能性も見えてきました。

　基調講演は、日本のジェンダーに関わる思想と運動をリードし続けてこられた社会学者、

上野千鶴子さんを講師にお招きし、コロナ禍の中の社会をジェンダー視点で読み解いていた

だくとともに、コロナ後の社会におけるジェンダー平等の課題について、世代を超えて共有し

ます。

講　師　

上野　千鶴子（うえの　ちづこ）

　社会学者／東京大学名誉教授

　認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN） 理事長

　富山県生まれ。1993年東京大学文学部助教授（社会学）、1995

年から2011年3月まで、 東京大学大学院人文社会系研究科教授。

2012年度から2016年度まで、立命館大学特別招聘教授。2011年4

月から認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN） 理事長。

専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアであり、高齢者

の介護とケアも研究テーマとしている。1994年『近代家族の成立と終焉』

（岩波書店） でサントリー学芸賞受賞、ほか著書多数。2011年度、「朝

日賞」受賞。受賞理由「女性学・フェミニズムとケア問題の研究と実践」。

2019年、フィンランド共和国からHän Honours受賞（長年の男女平

等への貢献に対する感謝状）。2020年、「アメリカ芸術科学アカデミー

会員」に選出される。

 菅野勝男撮影

基 調 講演  10:30～オープニング  10:00～

○あいさつ

　大会長　　　 稲垣　武

　　　　　　　　　　刈谷市長

　実行委員長　 山根　真理

　　　　　　　　　　刈谷市男女共同参画審議会 会長／愛知教育大学 教授

○前回開催地からのバトンパスセレモニー

　前回開催地である栃木県佐野市から刈谷市へのバトンを受け継ぎます。

佐野ブランドキャラクターさのまる　©佐野市 刈谷市マスコットキャラクター　かつなりくん
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分科会 A 高齢社会 13:00～14:30
講演、対談

聴講型

人生100年時代
～高齢社会のつながりづくり～

　人生100年時代。寿命は延びたものの、交流する場がない、対人関係がうまくいかない

などの理由で、生きづらさを感じている高齢者が数多くいます。地域社会には、意思決定す

る場に女性が少ないことなどにより、女性をはじめとする多様な人々のニーズに合った仕組み

が整っておらず、選択肢も少ない現状があります。

　本分科会では、「コミュニティデザイン」実践者に事例を紹介してもらい、それを手がかりに、

高齢社会を楽しく生き生き過ごせるように、男女共同参画の視点に立った新たなつながりや、

地域共生について考えます。

講　師　

山崎　亮（やまざき　りょう）

　studio-L代表

　コミュニティデザイナー

　1973年愛知県生まれ。

　大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。博士（工学）。

　建築・ランドスケープ設計事務所を経て、2005年にstudio-Lを設立。

地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに

携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、市

民参加型のパークマネジメントなどに関するプロジェクトが多い。

　著書に『コミュニティデザインの源流（太田出版）』、『縮充する日本

（PHP新書）』、『地域ごはん日記（パイインターナショナル）』、『ケアす

るまちのデザイン（医学書院）』などがある。

対　談　者　

吉田　あけみ（よしだ　あけみ）

　椙山女学園大学 人間関係学部 教授／東郷町男女共同参画審議会 副会長

　名古屋市の「名古屋市男女平等参画基本計画2020」、東郷町の「第2次男

女共同参画プラン」の策定に参加。名古屋市小学生向け男女平等参画教育資料

カード「たいせつなこと」中学生向け男女平等参画教育資料「男女平等…」、小

牧市中学生用男女共同参画を考えるためのハンドブック「未来へ向かって自分らし

く生きる」、東郷町性の多様性の理解のための冊子「知っていますか?LGBT 

SOGI」の作成に参加。イーブルなごやHPのコラム『家族会議をしましょう』第6

回「ところで、家族って何でしょう。家族について考えてみましょう。」執筆など。

MEMO
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多様性を活かした地域づくり
～“多様性”を地域の魅力に！～

　外国人住民が増え続けている日本社会では、外国人住民とのコミュニケーションや異なる

生活マナーへのお互いの無理解等、共生に向けた課題が顕在化しています。

　本分科会では、課題先進地、あいち・刈谷エリアにおける先進的かつ具体的な取り組みを、

ジェンダー視点から捉えなおします。外国人住民の中にも性別役割分業や、職業・進路選択

におけるジェンダー差等があり、ジェンダー視点は多文化共生を考えるうえでも必須です。

外国人住民との対話を通じて、多様な人たちがつながり合う、魅力的な地域づくりには何が

必要なのか考えましょう。

講　師　

神田　すみれ（かんだ　すみれ）

　愛知県立大学 多文化共生研究所 客員研究員

　愛知県出身。15歳で単身渡米。現地の公立高校、米国州立大学を

卒業後、台湾で日本語教師として２年間勤務し帰国。名古屋大学国際

開発研究科特任助教を経て、愛知県立大学多文化共生研究所客員研

究員を務める。現在は、愛知労働局にて外国人雇用管理アドバイザー

を務めるなど行政機関での多文化共生・外国人支援活動に携わる傍ら、

地域のソーシャルワークにも携わる。行政機関を中心に、フリーランス

の通訳者としても活動している。

コーディネーター　

牧野　佳奈子（まきの　かなこ）

　一般社団法人DiVE.tv 代表理事／DiVE CAFEオーナー 

福井県出身。大阪府立大学農学部を卒業後、知的障がいのある人達のガイド

ヘルパーをしながら写真を学ぶ。福井テレビ局の報道記者を経てフリーランスとなり、

フォト/ビデオ/ライターとして国内外で取材活動をする。2014年に名古屋に移住。

2015年に多文化市民メディアDiVE.tvを立ち上げ、2018年に法人化して代表に

就任。海外取材の経験から日本国内の多文化共生の必要性を感じ、活動に没頭

して今に至る。2020年８月に個人事業主としてカフェもオープン。

パネリスト　

川口　ビバリ（かわぐち　びばり）
　刈谷市在住のフィリピン人。フィリピン人コミュニティ「SBK」の代表を務める。刈

谷市内を中心にフィリピン人の生活相談やフィリピン文化の紹介を行う。日本人の夫を

持ち、日本で子育てをしてきた２児の母。　

小池　ソニア（こいけ　そにあ）
　刈谷市在住のブラジル人。建築デザイン科卒業後来日、現在は人材派遣会社「株

式会社ベルテック」の専務を務める。外国人を雇用する視点から、外国人と日本企

業のニーズに応じる他、生活サポートも行う。　

西　マリ（にし　まり）
　刈谷市在住のブラジル人。日本で３人の子育てをしながら、行政機関の通訳や障が

い児の通所施設に勤務。自身も支援を受けた経験から、外国人親子向け子育てサロ

ンのスタッフとしても活動している。

田島　フェルナンダ　由美（たじま　ふぇるなんだ　ゆみ）
　Man to Man株式会社に新卒入社後、定住外国人の雇用促進事業にて、採用活

動やウェブサイト運用に従事。在日ブラジル人としての経験を基に、外国人学生に向

けて、日本の大学進学や日本企業で働くことについての講演も行う。

分科会 B 多文化共生 13:00～14:30
講演 パネルディスカッション

聴講型
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だまっとれん!コロナ禍でも
DVを生み出さない社会へ

　DV防止法が制定されて20年。支援の実績は蓄積されてきましたが、残念ながら、支援

が未だ必要とする人に届いていないという現状があります。さらに、コロナ禍の外出自粛や

休業から、生活不安、ストレスでDVが増加、深刻化しています。

　本分科会では、相手との関係性から抜け出すことが難しい被害者が、関係を断ち切り新し

い生活を築いていくことができる「これからの支援」について考えます。私達一人一人が「自

分ごと」としてDV問題に向き合い、できることは何か、一緒に考えてみませんか?

講師・コーディネーター　

須藤　八千代（すどう　やちよ）

　愛知県立大学 名誉教授

　NPO法人ウイメンズ・ボイス 副理事長

　１９７０年から横浜市のソーシャルワーカーとして生活保護をはじめ障

害、児童、高齢者福祉を経験。また横浜婦人母子問題研究会を通じて

シェルター「ミカエラ寮」 開設や全国シェルター調査などに参画。

２００１年から２０１３年まで愛知県立大学教員。名古屋市男女平等参画

推進センター相談室開設、婦人相談員設置などDV被害者支援施策の

座長。

　現在、浜松市の「DV専用ダイヤル」スーパーバイザーのほか東京

都他で相談員の研修講師。NPO法人ウイメンズ・ボイス相談員。最新

著書に『ジェンダーからソーシャルワークを問う』（ヘウレーカ）がある。

講　師　

増井　香名子（ますい　かなこ）

　新見公立大学 健康科学部地域福祉学科 講師／大阪府立大学 客員研究員

地方公共団体の社会福祉職として勤務し、女性福祉・児童福祉・障がい福祉な
どに長年携わる。仕事の傍ら、大阪府立大学大学院にてDV被害者支援について
研究。2017年博士号（社会福祉学）取得。社会福祉士、精神保健福祉士、公
認心理師。内閣府や地方公共団体等の研修会の講師多数。
　2019年発刊の著書『ＤＶ被害からの離脱・回復を支援する－被害者の「語り」
にみる経験プロセス－』（ミネルヴァ書房）は、「2020年日本ソーシャルワーク学会
学術奨励賞」受賞。

座談会登壇者

丹羽　聡子（にわ　さとこ）
　弁護士

　弁護士法人北千住パブリック法律事務所等を経て、静岡県浜松市に丹羽綜合法律
事務所を開設。家事調停委員、日弁連家事法制委員会委員等を務める。家事事件を
扱うほか、ＤＶ被害者支援、面会交流実施のための活動を行っている。

杉山　映子（すぎやま　えいこ）
　浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター（あいホール）相談室長

　2009年よりあいホール相談室悩み事相談員、2018年より現職。DV被害者からの
相談を受けると共に、大学生へのDV被害防止のための啓発活動を行っている。精神
保健福祉士、認定心理士。

杉浦　静（すぎうら　しずか）
　人権擁護委員

　長年市内小中学校の教諭を務め、定年退職後は、平成２８年から人権擁護委員とし
て、法務局と連携し、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、
人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っている。

中根　敬子（なかね　けいこ）
　NPO法人リネーブル・若者セーフティネット 理事

　愛知県西三河の女性団体「やはぎ会」、安城市の市民活動団体「さんかく２１・安
城」に所属し、地域の男女共同参画に取り組んでいる。
　2019年、「NPO法人リネーブル・若者セーフティーネット」に携わり、困難を抱え
る若者の自立を支援する。

分科会 C D　V 13:00～14:30
講演 だまっとれん座談会

聴講型
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生き抜く防災withコロナ
～アウトドアから学ぶ新しい知恵～

　幼いころからの自然体験、防災準備の実際を学ぶことなどは、いざという時にベストを尽く

すために大切です。

　本分科会は、社会的弱者とされる女性や子どもがいのちをつなぐためのオンライン講座で

す。クライミング脱出技や古武術の救出法も学びます。

　愛知県で活動している防災団体の方も参加し、地域の防災にジェンダー・多様性の視点は

活かされているのかについても取り上げます。

講　師　

あんどう　りす

　アウトドア防災ガイド

　阪神淡路大震災の経験とアウトドアスキルを使った防災テクを、子育

て仲間に話したのをきっかけに、2003年に講演活動を開始。子育てバッ

クをそのまま防災バックに、赤ちゃんを軽くだっこやおんぶする技はアウト

ドアのリュックの仕組みと同じ、など毎日使える実践的な技をいち早く紹

介。仕組みから考えるので応用がきくと好評で、口コミで全国に広がる。

　現在、講演の他、FM西東京パーソナリティやYahooニュース、リス

ク対策.comなど防災記事も執筆。作成した災害時の乳幼児栄養マンガ

は、WHOやユニセフが加盟する国際機関や内閣府の男女共同参画局

のガイドラインにも紹介されている。自然と遊びながら、防災、ダイバー

シティ、SDGsの一挙解決を目指している。

進　行　

高木　一恵（たかぎ　かずえ）

　親子防災講師／防災ママかきつばた 代表

　被災地のママの体験談を聞き、「このままでは子どもどころか自分の命さえ守れない」

ことに気づき、防災を家庭に取り入れながら、防災の大切さをつたえている。乳幼児

向けの防災はもちろん、食物アレルギー、発達障がい、外国人向けなど、特別なニー

ズがある方への啓発も行っている。

ゲスト　

荒木　裕子（あらき　ゆうこ）
　名古屋大学 減災連携研究センター

　NGO職員として東日本大震災の支援を行って以降、関東・東北豪雨、熊本地震

でも被災自治体の支援に入る。

　これらの経験を踏まえ、指定避難所以外の避難者を含む避難者支援の研究や、防

災人材の育成に取り組んでいる。

西尾　實千惠（にしお　みちえ）
　刈谷市赤十字奉仕団 委員長／健康生活支援講習指導員

　刈谷市赤十字奉仕団は団員300名「自分の地域は自分たちで守る」をテーマに活

動。日本赤十字社の啓発を始め、地域のニーズに応じた活動を展開すべく、団員の

スキルアップの研修を積み重ねている。

北島　あや（きたじま　あや）
　刈谷防災ボランティア／防災ママかきつばた

　不登校から引きこもりになる。他人に迷惑をかけないように地震に備えてはいたが東

日本大震災の時に共助の大切さを痛感し防災啓発に携わるようになる。

　防災ママかきつばたの他に地域の防災リーダー会等所属 二児の母

永島　典子（ながしま　のりこ）
　防災士／佐野市市民ボランティア

　JWCさの（日本女性会議を成功させる会）の会員として「日本女性会議２０１９さの」

運営委員会を努めた。令和元年東日本台風（台風１９号）では災害ボランティアに従

事し、女性の防災活動の重要さを感じ講話や発信を行う。他に子育て支援等の市民

ボランティアを行う。

分科会 D 防　災 15:00～16:30
講演、座談会

聴講型
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みんなで語ろう リモート座談会

　男らしさ、女らしさとは、一体どのようなことをいうのでしょうか。また、そうした「らしさ」

観に世代間のギャップはあるのでしょうか。

　本分科会では、まず、刈谷市内の小中高大学生を対象にした男女共同参画に関するアンケー

ト調査の結果を報告し、「仕事も私生活も、よくばろう～Work, Life, Social = ハイブリッド

人生のススメ～」と題し基調講演を行います。また、参加者全員でグループワークを行い、

性別基準の「らしさ」について考えます。

講　師　

川島　高之（かわしま　たかゆき）

　NPO法人ファザーリング・ジャパン 理事

　NPO法人コヂカラ・ニッポン 代表理事

　1987年に慶応義塾大学卒、三井物産へ入社、2012年に上場会社

の社長就任、「イクボス式」経営により3年間で利益8割増、株価2倍、

残業1/4、社員満足度調査も過去最高に。2016年フリーランサーに。

NPO法人ファザーリング・ジャパン理事、NPO法人コヂカラ・ニッポン

代表、内閣府・男女共同参画委員、文科省・学校業務改善アドバイザー

等を歴任。子育てや家事（Life）、会社社長や商社勤務（Work）、

PTA会長やNPO代表（Social）という3つの経験を融合させた講演が

年300回。「元祖イクボス」としてNHK「クローズアップ現代」で特集

され、AERA「日本を突破する100人」にも選出。

　著書「いつまでも会社があると思うなよ」（PHP研究所）、「職場の

ムダ取り教科書」（ソシム）。

分科会 E 男性にとっての男女共同参画 15:00～16:30
報告会、基調講演、グループ

ワーク
参加型

分科会 セクション3（F～I）　 10：00～

記念講演 13：00～

記念シンポジウム 14：15～

エンディング 16：00～

2日目

11月14日（土）
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一人一人が輝く未来
～モノづくりの愛知から～

　誰もが社会や組織で生涯働く時代へ入りました。その働き方や生き方もさまざまなあり方

がでてきて、集団より個人を主体にした価値観も生まれてきています。しかし、ここ愛知は、

製造業が集積し、社会・産業・組織においても標準化の意識が根づよく、個性や多様性を活

かしたあり方があまり進んでいない状況です。

　本分科会では「100人100通りの働き方」をテーマにユニークな取り組みをしているサイボ

ウズ㈱や、愛知での取組事例を紹介しながら「だれもが幸せに活躍する組織、社会とは」をテー

マに、聴講者も参画いただきながら、未来志向で考察したいと思います。

講師／パネリスト　

中根　弓佳（なかね　ゆみか）

　サイボウズ株式会社 執行役員

　1999年、慶応義塾大学（法学部法律学科）卒業後、関西の大手

エネルギー会社に入社。2001年、サイボウズ株式会社に入社。知財

法務部門にて著作権訴訟対応、契約、経営、M&A法務を行った後、

人事においても制度策定や採用を中心とした業務に従事。法務部長、

事業支援本部副本部長を歴任し、財務経理などを含め、これら全般を

担当する事業支援本部長に就任。2014年 8月より執行役員、2019年

１月より人事本部長 兼 法務統制本部長（現任）。

　ブラック時代のサイボウズを経験したうえで、人事部門を担当し、様々

な人事制度が作られる過程に立ち会いつつ、もっともっとワクワクできる

環境にしたいと制度や風土づくりに日々 奮闘している。

　プライベートでは2児の母。子供のサッカーや地域活動に関わること、

街をゆっくりジョギングすることが楽しみ。溜まった家事や仕事は朝片付

ける朝型人間。

コーディネーター/パネルリーダー　

細見　純子（ほそみ　じゅんこ）

　一般社団法人中部品質管理協会 経営企画室長・企画部次長

　トヨタ自動車株式会社 認定講師（問題解決/自工程完結）

　長年に渡り国内外企業の「日本的品質経営」推進を支援し、自身も指導に携

わる。

　昨今は医療分野、ＮＰＯ等へ「トヨタ流問題解決」を指導普及。また大・中小

企業のＤＸ推進等に携わるとともに、岐阜県IoT補助金審査員も務める。本女性

会議は実行委員兼アドバイザー。他にライフワークとして音楽家、茶道家、水墨

画家としても活動。

事例発表者/パネリスト　

小森　麻希（こもり　まき）
　アイシン精機株式会社 人事部 AR人事企画戦略グループ 担当員

光田　芽衣子（みつだ　めいこ）
　日本特殊陶業株式会社 経営管理本部 労務部 労務企画課

魚住　理沙（うおずみ　りさ）
　ＳＣＳＫ株式会社 人事・総務グループ 人事部 西日本・中部人事課 課長

分科会 F ライフ・ワーク・バランス 10:00～11:30
講演、事例発表、 パネルディスカッション

聴講型

MEMO
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生と性の多様性をみとめあうために
～教育・企業・行政の立場から～

　性別についての捉え方や恋愛感情のありようは人によって違います。

　性を一人一人違うもの（グラデーション）と捉えるなら、性的マイノリティ/マジョリティと

いう線引きをするのも、簡単なことではありません。一人一人異なる、わたしたちの生や性

のあり方を互いに認め合うための取組みを、教育、企業、行政のそれぞれの立場から紹介し

てもらい、それぞれの地域や現場で参考にしてもらうことを願って、本分科会を企画しました。

　生と性の多様性を認め合うための第一歩をともに踏み出しましょう。

講師・コーディネーター　

風間　孝（かざま　たかし）

　中京大学 教養教育研究院教授

　社会学の観点からセクシュアリティとジェンダーについて研究している。

日本の性的マイノリティ差別についての研究とともに、名古地裁で行わ

れている「結婚の自由をすべての人に」訴訟の支援に携わっているほか、

性的マイノリティの支援にかかわる。名古屋市男女平等参画推進会議（イ

コールなごや）委員のほか、NPO法人PROUD LIFE副代表理事も務

める。

　主な著書に『ゲイ・スタディーズ』（共著:青土社・1997年） 『同性

愛と異性愛』（共著:岩波新書・2010年） 『教養としてのジェンダーと平

和』（共編著:法律文化社・2016年）、『教養のためのセクシュアリティ・

スタディーズ』（共著:法律文化社・2018年）がある。

パネリスト　

浦田　幸奈（うらた　ゆきな）

　愛知県中学校教員

　尾張地方の中学校教諭。幼少期から自身の性に違和感があり、中学で制服によっ

て男女を分けられたのを機に、自身の心を閉ざす生活が数年続いた。愛知教育大

学を卒業後、夢だった教員になり、自身の心を隠しながら男性教諭として十数年過

ごしたが、時が経つにつれ、生徒の前では素直な自分でありたいと考えるようになり、

学級・学年・職員に性同一性障害をカミングアウト。生徒は「明日から教えられる

ことは今日と何も変わりはないんでしょう？」と話したという。

　2018年の異動を機に、女性の装いで毎日教壇に立つようになる。「知ることで、

できることが見えてくる」を理念に、今年度は中学三年生の担任として、横のつな

がりを大切にする集団づくりに努めている。

加藤　聡人（かとう　あきひと）
　加藤精工株式会社 代表取締役社長

　愛知県刈谷市生まれ。呉服問屋や自動車部品メーカーに勤務したのち、2012

年に加藤精工株式会社に入社。2016年に代表取締役社長に就任し、「楽しく働き、

豊かに暮らす」をテーマに、自身も楽しく会社経営をしている。社内ですでにカミン

グアウトしていたトランスジェンダーの社員と共に働く中で、LGBTQの知識や、会

社での過ごしにくさなどの課題を知る。「多様性を認め、人を尊重する」会社を目

指し、社内研修や就業規則の見直しなど、LGBTQの理解への取り組みを進める。

また、多様性を認める社会づくりに賛同し、取り組む組織として、イベント登壇など

を通じて、貢献に努める。プライベートでは釣りやキャンプなどアウトドアで過ごす

事がほとんど。

樋口　進（ひぐち　すすむ）
　豊明市役所 市民協働課

　豊明市役所の市民協働課の男女共同参画の担当として「ＬＧＢＴともに生きる宣

言」に携わる。

　その後、前任者から引き継いだ「豊明市パートナーシップ宣誓制度」の施行に

携わるとともに、豊明市における性的少数者に関する支援などの取組にかかわる。

　昭和５３年豊明市役所入庁し、複数の課を経て平成１６年４月から平成２０年３月

まで市民協働課市民活動推進係長を拝命、他課を経て平成２８年４月から平成３０

年３月まで市民協働課長を拝命。令和２年３月に定年退職し、現在、再任用職員と

して市民協働課協働推進係に在籍。

分科会 G 性の多様性 10:00～11:30
講演 パネルディスカッション

聴講型
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わたしが元気に活躍する地域づくり
　コロナ感染拡大を受け、全国にある自治会や町内会の多くは、会議や活動の中止・延期を

余儀なくされ、参加率の低下や役員の担い手不足などすでに抱えていた課題に加えて、持続

困難な状況にあります。

　本分科会では、女性役員の活躍により「今必要とされること」を「今できる方法」に活動

を転換した事例や組織再編を促した先進的な取り組みを学びます。参加者が自分の所属する

地域の現状を把握し、ありたい未来を描き、組織を活性化していくために「今動くべきことは

何か」に気づく機会とし、男女共同参画による全国の地域変革を促します。

講　師　

川北　秀人（かわきた　ひでと）

　IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」代表

　1964年大阪生まれ。87年に京都大学卒業後、（株）リクルートに入社。

広報や国際採用などを担当して91年退社。その後、国際青年交流

NGOの日本代表や国会議員の政策担当秘書などを務め、94年に

I IHOE設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（CSR）

への取り組みを支援するとともに、協働の基盤づくりを進めている。

　また、地域自治組織の先進地である島根県雲南市の地域自主組織

制度を、2006年の立ち上げ当初から支援するなかから「小規模多機能

自治」の推進を提唱。同市などの呼びかけにより15年に設立された「小

規模多機能自治推進ネットワーク会議」には250以上の自治体が参加し、

農山漁村部だけでなく、今後は都心部でも急速に進む高齢化や人口減

少に備えた住民自治や地域経営のあり方を、ともに学んでいる。

コーディネーター　

岡本　一美（おかもと　ひとみ）

　2000年 地元小学校PTA副会長

　日本福祉大学 非常勤講師

　2001年NPO法人地域福祉サポートちた入職。2008年事務局長、2010年３

代目代表理事就任。地域福祉サポートちたは、1990年から知多地域で始まった住

民互助型在宅福祉団体のネットワーク組織。たすけあいの居場所づくり支援、福

祉制度事業を行う団体設立支援、法人化・組織運営支援、地域円卓会議手法に

よる地域プラットフォームづくり支援等、福祉分野での中間支援活動を行ってきた。

現在、日本福祉大学社会福祉学部非常勤講師として、福祉NPOで学生が貢献

活動を行うサービスラーニングを担当する。また同大学地域ケア推進研究センター

客員研究所員として「０歳から100歳の地域包括ケア」研究に関わる。

パネリスト　

國見　佳代子（くにみ　かよこ）
　地域プロデューサー／offi  ce_923代表

　テレビ東京名古屋支社を経てナゴヤヒルトン（現 ヒルトン名古屋）勤務後、夫

の海外赴任によりアメリカ オハイオ州に居住。子育ての傍らフィンドレー大学にて学

び、現地校などのボランティアをする中で、子供が語学を身に付ける過程や日米の

教育方針の違いなどを考察する。またアメリカの文化や芸術に触れ、大小のイベン

トにも関わる。帰国後、英会話講師を務める。　

　市民映画『琥珀のような空』(2015)の脚本・プロデューサーを務める。フリーペー

パー「プレイス」の編集に携わったことをきっかけに、2018年グランチャプロジェク

トを立ち上げ、その後もミュージカル『安城七夕物語』、『神様の願いごと』をプロ

デュース。2019年にOffi  ce_923を起業し、地域プロデューサーとしてイベントプロ

デュースなどを行う。2020年1月、地元でミュージカルのスキルを学ぶ場として、

グランチャアカデミーを設立。4月には、安城市にプロデュース・運営を担当した

cafe angoraを開店。地元のアーティストの発表の場として、ライブ等も行う予定。

神谷　美砂（かみや　みさ）
　安城市町内会長

　愛知県刈谷市出身。1981年、刈谷総合病院（現 刈谷豊田総合病院）にて

薬剤師として勤務。結婚を機に安城市（現在人口約19万人、81町内会）へ転居。

出産1年後退職し、自営業（学習塾）を手伝いながら3人を子育て。2000年から、

地元小学校PTA副会長・安城市商工会議所女性会会長を務める。2004年、保

護司や小中学校よみきかせボランティア、「さんかく21・安城」の役員として活動

開始。2010年、安城市相生町福祉委員会の立ち上げ準備を行い、2011年から

同委員会代表や町内会副会長を歴任、2017年からは安城市相生町内会（現在

約800世帯）会長として活躍。現在は、人口密度の高い市街地にある町内会に

防災委員を増やし、防犯パトロールや防災訓練の活性化を目指している。

分科会 H 女性が輝けば地域も輝く 10:00～11:30
講演、グループワーク

参加型
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話題提供者　

塩之谷　真弓（しおのや　まゆみ）

　中部大学 准教授

　愛知県保健所に保健師として勤務の後、2001年「あいち小児保健医療総合セン

ター」の立ち上げに従事し、虐待対応保健師として、地域の医療機関や学校、保育

所等の専門家や家族からの相談を年間1200件ほど受ける。また、心身の疾患を抱え

る子どもと家族への支援や地域連携も行う。

　2003年以後は周産期からの虐待予防の厚生労働科学研究を行い、愛知県内の虐

待予防システムづくりに従事。その後も地域の子育て支援を行い、2019年より現所属

にて保育者を育成中。コロナ禍の今、「子ども・子育て」の分科会で様 な々分野の人と

語り合い、子どもたちの未来をプロデュースしていくことを楽しみにしている。 

グループリーダー　

矢吹　勇治（やぶき　ゆうじ）
　株式会社デンソー 総務部IA室

　小さな我が子と一緒に社会活動を楽しむことに注力。その体験を活かし、社内で社

会貢献を推進するボランティア団体「デンソーハートフル」の一員として子どもたちへ

の支援を仲間とともに積極的に行っている。

遠藤　幸子（えんどう　さちこ）
　日本赤十字豊田看護大学 助教 小児看護学　

　医療の進歩により救える命が増え、重い障がいや慢性疾患をもった子どもを支えて

いくには、医療のみではなく、家族の日常的な生活の支援が必要だと感じている。自

身は、夫と夫の母、息子たちと暮らしている。

塚本　岳（つかもと　がく）
　リトルハウス主宰

　日本冒険遊び場づくり協会の委員を務め、愛知県内でプレーパークを開園。「遊び

は生きる力ではなく、生きる証だ」をモットーに子どもたちと同じ目線で活動している。

家庭では３人の父親として活躍中。

特定非営利活動法人 子育て・子育ちNPOスコップ
　刈谷市で子育て支援の活動をしている。すべての子どもと親が生き生きと心豊

かに暮らせるような地域社会を目指し、環境づくりやネットワーク事業に取り組んで

いる。この分科会のメンバーとして携わっている。

子どもたちの未来をプロデュースする
～今やるべきこと、今できることをみんなで考えよう～

　子どもの未来を語り合いましょう。

　コロナ禍で子どもたちの生活は、大きく変わりました。子どもに関する新たな問題も表面

化してきています。親や家庭を取り巻く環境、学校、幼稚園や子ども園などのありようも劇

的に変化し、支援者も戸惑いを隠せません。今だからこそ語れることも多いのではないでしょ

うか? 子どもが育つために私たちはどんなことを整えていったらいいのでしょうか。

　「生活や暮らし」「子どもの遊び」「コミュニティ」に分かれ、現在の問題点や残していきた

いこと、これから構築していくべきことなどをグループで話し合いましょう。最後は皆さんの

意見を持ち寄って分かち合います。

コーディネーター　

永田　雅子（ながた　まさこ）

　名古屋大学 教授

　名古屋第二赤十字病院小児科の母子心療科臨床心理士や浜松医科

大学子どものこころの発達研究センターの勤務を経て、現在の心の発

達支援研究実践センターにて、子どものこころの育ちや家族に寄り添い、

親や子どもを支える。

　妊娠・出産・子育てのプロセスのなかで、家族が家族として育ち、子

どもがかかわりの中で育っていくために必要な支援と、影響を与える心

理社会的な要因について検討を行い、親あるいは子ども自身に何らかの

リスクを抱えている場合の妊娠期からの早期介入の在り方や、社会性の

発達がゆっくりな子どもや育てにくい・かかわりにくい子どもを育てる親へ

の早期からの支援や実践方法など他職種と連携し活動している。

分科会  I 子ども・子育て 10:00～11:30
ワールドカフェ形式 グループワーク

参加型



ー 28ー ー 29ー

女性が社会を動かすとき
─日本骨髄バンクのケースから

　講師の大谷貴子さんは、骨髄バンクの必要性を訴え、ゼロから東海骨髄バンクを起ち上げ、

日本初の骨髄バンク設立の流れを作り、社会を動かしました。愛知は、骨髄バンクによる初

の骨髄移植が行われた地です。

　社会運動の担い手として今も第一線で活躍する大谷さんから、日本骨髄バンクの設立や運

営にあたっての苦労や工夫、運動を通じて得た喜び等について語っていただきます。

講　師　

大谷　貴子（おおたに　たかこ）

　NPO法人全国骨髄バンク推進連絡協議会 顧問

　大阪生まれ。埼玉県在住。1986年、大学院在学中に慢性骨髄性

白血病を発症、88年に名古屋大学医学部付属病院で母親からの骨髄

移植を受け完治。自分自身の闘病をきっかけに、骨髄バンクの必要性を

痛感。89年に日本初の骨髄バンク、「東海骨髄バンク」を設立。厚生

労働省等関係機関に働きかけ、（財）骨髄移植推進財団（日本骨髄バ

ンク）設立の立役者の一人となった。

　現在、特定非営利活動法人・全国骨髄バンク推進連絡協議会顧問。

中日社会功労賞・朝日社会福祉賞受賞。著書に『白血病からの生還

― 「霧の中の生命」増補版』リヨン社、2005年、など。

記念講演  13:00～ MEMO
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シンポジスト　

兼松　由香（かねまつ　ゆか）

　2016年リオデジャネイロ五輪 ラグビー日本代表

　中京大学大学院体育学研究科修士課程修了。現在博士課程在学中。愛知教

育大学を卒業後は名古屋で小学校の講師をしながら、愛知県唯一の女子ラグビー

チーム「名古屋レディース」で練習に励み、ラグビーの15人制・7人制日本代表

として数多くの日本・世界大会に出場。ママさんラガーとして活躍した。現在女子

ラグビーの歴史に関する研究を続けながらユース世代の選手育成や社会貢献活動

をしている。

堀田　崇（ほった　たかし）
　NPO法人LOVELEDGE 理事長／弁護士

　明治大学卒業。愛知県で弁護士として活動し、愛知県弁護士会男女共同参画

推進本部委員、名古屋市男女共同参画審議会委員等を務める。現在女子サッカー

クラブ「NGUラブリッジ名古屋」を運営する法人の理事長として、女子サッカー

を取りまく状況の改善、人格に優れた文武両道の選手育成をしながら、総合的な

女性アスリートの地位向上、女性スポーツのより良い環境づくりを目指している。

村木　真紀（むらき　まき）
　認定NPO法人虹色ダイバーシティ 代表

　京都大学卒業。日系大手製造業、外資系コンサルティング会社等を経て現職。

LGBT当事者としての実感とコンサルタントとしての経験を活かして、LGBTに関す

る調査研究、性的マイノリティに対する適切な情報を伝え、理解者を増やすための

支援など社会教育活動を行っている。オリンピック憲章に「性的指向による差別禁

止」が明記されていることから、東京五輪開催時には「プライドハウス東京」が

開設される。この準備・運営のメンバーでもある。

コーディネーター　

來田　享子（らいた　きょうこ）
　中京大学 スポーツ科学部 教授

　同大学院 体育学研究科 研究科長

　専門分野はオリンピック史、スポーツとジェンダー。共編著書『よくわかるスポー

ツとジェンダー』（ミネルヴァ書房、2018年） で日本スポーツとジェンダー学会・学

会賞を受賞。日本スポーツ協会の研究プロジェクト班長として指導者や子どもたち

のための「体育・スポーツにおける多様な性のあり方ガイドライン」をハンドブック

として作成。オリンピック開催国で開かれるスポーツ学術会議 The 2020 

Yokohama Sport Conferenceの副会長兼組織委員長。

スポーツから変える世界と未来

　「スポーツには世界と未来を変える力がある。」このビジョンをもとに、2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会は、多様性と調和の重要性を認識し、共生社会を育む契機

となることを目指してきました。

　未知のウイルスの感染拡大は、性や人種の別なく、人々の健康や生活に影響を与えました。

今こそ多様な人々の調和と連帯が求められています。

　講演では、様々な差別の解消やLGBT支援に関する五輪開催国での取組みについて、40

年にわたる五輪取材をもとに振り返り、スポーツを通して互いを尊重する社会について考えま

す。

講演者・シンポジスト　

宮嶋　泰子（みやじま　やすこ）

　スポーツ文化ジャーナリスト

　早稲田大学卒業。テレビ朝日にアナウンサーとして入社。日本初の女

性スポーツキャスターとなる。その後ディレクター、プロデューサーを兼

任し、ニュースステーション、報道ステーションなどで数多くの作品を作成。

　1980年からの19回の五輪取材と1992年からのパラリンピック取材経

験を持つ。国連UNHCR協会理事も務める。日本オリンピック委員会

「平成28年女性スポーツ賞」受賞。2020年に一般社団法人カルティ

ベータを設立し、情報発信やアスリートサポートの活動も開始している。

記念シンポジウム 14:15～
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エキシビション　10：00～13：00

エキシビションは、大会参加の有無にかか

わらず、どなたでも無料で参加できます。

3日目

11月15日（日）

エンディング  16:00～

○次期開催地へのバトンパスセレモニー

　刈谷市から次期開催地である山梨県甲府市へバトンをつなぎます。

○大会宣言

　刈谷市から全国へ大会宣言を発信します。

信玄くん（甲府市観光キャラクター）刈谷市マスコットキャラクター　かつなりくん
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パネラー　

水野　翔太（みずの　しょうた）
　名古屋わかもの会議創設者/総合統括

　1994年愛知県名古屋市生まれ。法政大学法学部卒。 2010年、高校1年生の時に
COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)にて名古屋市ブース等の企画・運営を最年少
で務めた後、学生環境団体NEOを創設。2013年、大学1年生の時に愛知・名古屋の魅力
や課題を話し合う「名古屋わかもの会議」を創設、現在も総合統括を務める。 今までの取り
組みはテレビ朝日『報道ステーション』、NHKラジオ『夕刊ゴジらじ』、BS12『夢らぼ』等の
各種メディアに取り上げられるとともに、自らも中日新聞朝刊折込 環境情報誌『Risa』連載、
ラジオ冠番組などで発信。 JOCジュニアオリンピックカップに高校時、陸上競技で出場。東
京2020オリンピック聖火ランナー。

晝田　浩一郎（ひるた　こういちろう）
　株式会社官民連携事業研究所 チーフマネージャー

　複雑化する社会課題解決を目指し、自治体と企業との連携を促進している元スーパー公務
員。2020年4月から「まちづくりに企業の力を」を標榜する株式会社官民連携事業研究所に
て活躍している。
　岡崎市役所勤務時に、プライベートで2016年から商店街の空き店舗を借り「ここdeやる
Zone」（略称：ここやる）、サードプレイスコミュニティを創出。2017年にCode for AICHI、
"シビックテック"を広める活動を開始。【人と人、人と地域をつなげる活動】をとおして仕事でも、
プライベートでも枠を超えたつながりで地域活性化に取り組んでいる。

モデラー　

矢上　清乃（やがみ　きよの）
　株式会社学び舎ｍｏｍ 代表

　名古屋市出身。MBA（米国テキサス州立大学オースティン校）南山大学経営学部卒業後、
外資系金融機関等を経て、2002年米国テキサス州立大学オースティン校MBA取得。その後、
日本 IBM にてコンサルティング、中部地区マーケティング業務等に従事、育児休業中に親子
支援団体（ママスタート・クラブ）を立ち上げ、2013年に事業推進のために起業。2017年
度より経済産業省の女性起業家等支援ネットワーク構築事業“Myスタイル起業”の代表機関を
受託。2018年5月に現社名へ変更、女性活躍推進の事業を展開中。

グラフィックレコーディング・グラレコ　

田中　恵一（たなか　けいいち）
　介護医療グラレコグループむす部東海

　東海地方を中心に、オンラインオフラインを問わず介護医療イベントにて精力的に活動してい
るグラフィックレコーディングチームのグラフィッカーすなさんとして、「ことばをかたちに」する。

進行・アシスタント　

廣田　彩友美
（ひろた　さゆみ）

加藤　裕子
（かとう　ゆうこ）

大倉　昌子
（おおくら　まさこ）

株式会社デンソー 株式会社キャッチネットワーク NPO法人ママライフバランス 副理事

ミライク若者会議
U-40と考える かけがえのない“わたし”を生きる
　男らしく、女らしくではなく “自分らしく” という教育を受ける一方で、「学校で感じなかった

ジェンダーギャップを社会で感じている」という声もあり、多世代と関わる中でもやもやを抱

えている若者がいます。

　U-40（30歳代以下）世代が抱える問題意識を出発点に、社会全体で多様性推進に関す

る価値観をアップデートするためにはどんな行動が必要か、オンラインならではの双方向議論

で考えていきます。若者のみならず、彼らの考えを知るきっかけとして親世代、祖父母世代

からのご参加もお待ちしております!

　U-40世代は参加型、それ以外の世代の方は視聴型での参加になります。

 講演者・パネラー　

山本　恵子（やまもと　けいこ）

　NHK名古屋放送局 報道部 副部長

　愛知県美浜町出身。名古屋大学大学院修士課程修了後、記者として

NHK入局。東京・社会部、NHKの国際放送「NHKワールド」を経て、

2019年から名古屋放送局で取材デスク。「ブラック校則」などの特集、

ニュース番組「まるっと!」の編責担当。主な関心分野は、教育、子育て、

女性の活躍促進、働き方改革など。 2009年アジアソサエティより、アジ

アの若手リーダー「Asia21フェロー」に選ばれる。中学１年の娘の母。

著書『足をどかしてくれませんか。―メディアは女たちの声を届けているか』

（亜紀書房）

松岡　宗嗣（まつおか　そうし）

　一般社団法人fair 代表理事

　名古屋市出身。Huff Postや現代ビジネス、Forbes、Yahoo!ニュース

等でLGBTに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等で多数研修

や講演を行う。政策や法制度を中心としたLGBTに関する情報発信や、

啓発キャンペーン等を行っている。著書：『LGBTとハラスメント』（集英社

新書）

エキシビション 10:00～13:00
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［後援］
内閣府／文部科学省／厚生労働省／愛知県／名古屋市／愛知県教育委員会／刈谷市教育委員会／国立

大学法人愛知教育大学／国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学／独立行政法人国立女性教育会館

／公益財団法人あいち男女共同参画財団／公益財団法人東海ジェンダー研究所／株式会社キャッチネッ

トワーク 

［実行委員会等］

■大会長　　　　　刈谷市長　　　　　　　稲垣　　武

■副大会長　　　　刈谷市議会　議長　　　外山　鉱一

　　　　　　　　　刈谷商工会議所　会頭　太田宗一郎

　　　　　　　　　刈谷市　副市長　　　　鈴木　克幸

■実行委員会

　・委 員 長　　　　　　山根　真理

　・副委員長　　　　　　青木　健治　　束村　博子

　・監　　事　　　　　　池　ちひろ　　岡田　行永

　・アドバイザー　　　　細見　純子

　・委　　員　　　　　　浅川久美子　　石田　芳加　　岩間　千恵　　岡部　直樹　　各務　元浩

　　　　　　　　　　　　加藤　愛子　　加藤　繁則　　小島多重子　　米田　正寛　　小山ひろみ

　　　　　　　　　　　　下方　敬子　　杉浦登喜子　　塚本　秀子　　塚本　裕章　　早川　宣子

　　　　　　　　　　　　嶺崎　寛子　　横井　寿史

　・オブザーバー　　　　稲波　智子

■部会員　◎部会長、〇副部会長、●リーダー

　・総務部会　　　　　◎岡部　直樹　○池　ちひろ　　青木　健治　　小島多重子　　下方　敬子

　　　　　　　　　　　　鈴木万里子　　鈴木　庸子　　田中　高子　　西尾實千惠　　長谷川　洋

　　　　　　　　　　　　村井　弘二　　

　・企画部会　　　　　◎嶺崎　寛子　〇塚本　裕章

　　　分科会Ａ　　　　●鈴木　敦史　　五十嵐香代　　岩間よしゑ　　榊原志のぶ　　清水　久子

　　　　　　　　　　　　戸田　幸子　　伴　　友子

　　　分科会Ｂ　　　　●河村　槙子　　板倉　恵美　　加藤　美幸　　佐藤　浩二　　出口　志穂

　　　　　　　　　　　　内藤由美子　　阪野　優香　　藤中　崇矢　　山口　真実　　

　　　分科会Ｃ　　　　●岩間　千恵　　白谷　隆子　　鈴木　恵子　　外山　淳惠　　中根　敬子

　　　　　　　　　　　　野久　照美　　吉見　久恵　　

　　　分科会Ｄ　　　　●神谷　能宏　　佐藤　和江　　鈴木真理子　　高木　一恵　　田中　淳次　　

　　　　　　　　　　　　塚本　好江　　都筑　広子　　出口　志穂　　長坂　典子　　西尾實千惠

　　　　　　　　　　　　丹村　　恵　　松原　美花　　山本　幸子　　

　　　分科会Ｅ　　　　●横井　寿史　　岡　　由香　　白瀧貴美子　　杉野　　愛　　鈴木　昌子

　　　　　　　　　　　　高尾　絵美　　武田　清美　　橋本　淳邦　　樋口　大河　　

　　　分科会Ｆ　　　　●細見　純子　　伊藤　仁美　　魚住　理沙　　小森　麻希　　佐野　和子

　　　　　　　　　　　　中島　祥那　　長谷川知沙　　藤原なるみ　　松本　佳津　　光田芽衣子

　　　　　　　　　　　　森安　美月　　吉安恵美子

　　　分科会Ｇ　　　　●早川　宣子　　安藤もも香　　石原　春代　　稲生　令子　　杉本　浩子

　　　　　　　　　　　　当麻志津香　　長谷川淳子　　原田ゆかり　　前田　末子　　山﨑嘉代子

　　　分科会Ｈ　　　　●神谷　美砂　　石川れい子　　岡本　一美　　加納多恵子　　川本　道子

　　　　　　　　　　　　國見佳代子　　早川　純子　　舩尾　恭代　　森　紀代美

　　　分科会Ｉ　　　　●杉浦登喜子　　赤松　妙子　　伊藤　裕佳　　太田　泰雅　　加古　葉子

　　　　　　　　　　　　加藤　愛子　　黒木　知子　　橋本由希子　　樋口　大河

　　　全体会　　　　　●小鹿　登美　　石田　芳加　　鈴木　直美　　瀧澤　知子　　久恒　美香

　　　エキシビション　●村井　弘二　　石川　裕高　　嬉野　剛士　　大倉　昌子　　加藤　裕子

　　　　　　　　　　　　柴田さくら　　白松　　俊　　情家　智也　　田中　恵一　　南谷　　真

　　　　　　　　　　　　長谷川　滉　　晝田浩一郎　　廣田彩友美　　矢上　清乃

　・おもてなし部会　　◎浅川久美子　〇加藤　繁則

　　　Ｋ・そむりえ　　●小山ひろみ　　浅川久美子　　磯部　洋子　　稲垣　椙子　　浮邉美砂代

　　　　　　　　　　　　岸本　浩子　　近藤　節子　　内藤　教恵　　西村　正樹　　林　　優子

　　　　　　　　　　　　松浦　章子　　和田　和美　　

　　　かりやもん　　　●塚本　秀子　　赤松　祥子　　浅川久美子　　大川千恵子　　太田　恵子

　　　　　　　　　　　　改田　三恵　　神谷　　浩　　鈴木　小枝　　野村　裕子　　前田　末子

　　　　　　　　　　　　箕浦ひろみ　　安田　輝英

■学生ボランティア　　　安達　まり　　安藤もも香　　板津　美穂　　伊藤　優里　　稲垣　明里

　　　　　　　　　　　　太田　泰雅　　清水美奈子　　鈴木　愛乃　　鈴木　香穂　　鈴木　麻友

　　　　　　　　　　　　鈴木　里奈　　中島　祥那　　中野　賢治　　阪野　優香　　樋口　大河

　　　　　　　　　　　　藤田　彩花　　星野　梨奈　　山本　真帆

■サポータークラブ

　・サポーターの皆さん　161人

■事務局

　・刈谷市市民活動部市民協働課

　・刈谷市男女共同参画プラン策定及び日本女性会議2020あいち刈谷推進部会員

　　（職員プロジェクトチーム）　41人

後援・実行委員会等 （順不同・敬称略）
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企業を育て、地域を伸ばす

刈谷商工会議所 中小企業相談所
会　頭　太田　宗一郎

副会頭　岩井　一浩

副会頭　鈴木　豊

副会頭　鈴木　文三郎

副会頭　加藤　英樹
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奥野工業株式会社

民間車検工場

AUTO TECHNO

刈通オートテクノ株式会社

【 軽新車 車検 修理 鈑金 保険 】

車のことならお任せください！

刈谷市大手町2丁目34番地

TEL (0566)21-3270 FAX (0566)22-5517

http://karitsuauto.co.jp/

整備士
募集中！

カリツー㈱のグループ企業です。

高浜市湯山町２-３-８

高浜市神明町１-１-24

注文住宅/各種不動産/エクステリア

楽しもう。家を、家づくりを、人生を。
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近藤工業株式会社

機械装置・金属表面改質・自動車部品加工

http://www.cnk.co.jp
刈谷市野田町場割28番地　TEL:0566-21-1833（代）

TEL:0568-37-0296　  　TEL:0120-920-904

御芳名のみ掲載

東洋衛生株式会社 アイシン開発株式会社 池田工業株式会社

エアー工房有限会社 太田商事株式会社 岡田行政書士事務所

株式会社おたより キッチンスタジオクック 株式会社 榊原刈谷支店

三京アムコ株式会社 株式会社タイガーサッシュ製作所 知多髙圧ガス株式会社

株式会社中京スポーツ施設 株式会社辻村刈谷 株式会社ツルタ製作所

DCMカーマ株式会社 株式会社デック 富川建設株式会社

日本超硬株式会社 プランエイチ株式会社 株式会社三菱UFJ銀行

株式会社ミワテック やはぎ会 リ・ライフ株式会社

金額順、50音順、敬称略
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愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地




