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◆日 程  平成 30年 9月 7日（金）・8日（土） 

◆会 場  広島市総合福祉センター（広島市南区松原町 5番 1号 BIG FRONTひろしま 5階） 

◆参加人数 延べ 約 680人 

◆内 容  1日目：開会式、基調講演Ⅰ、3分科会、ブース出展 

      2日目：8分科会、基調講演Ⅱ、閉会式、ブース出展 

◆主 催  ファザーリング全国フォーラム inひろしま実行委員会 

      （ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン中国、 

(公財)ひろしまこども夢財団、(一社)パパフレンド協会、広島市、広島県） 

◆共 催  働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま，広島県教育委員会 

◆後 援  内閣府、厚生労働省、文部科学省、財務省、日本労働組合総連合会、にっぽん子育て応援団、 

広島県教育委員会、広島市教育委員会 

◆協 力  ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン東北、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン関西、 

ＮＰＯ法人コヂカラ・ニッポン、育児情報誌 miku 

◆協 賛  大塚製薬株式会社、ライオン株式会社 

 

 

 （大会ホームページ：https://fj-zenkoku.net/hiroshima） 
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開会式 

【日時】9月 7日（金）13:00～13:30 

【場所】第一会場 

【主催団体名】ファザーリング全国フォーラム inひろしま実行委員会 

【登壇者（所属・肩書）】 

安藤 哲也 (ファザーリング全国フォーラム in ひろしま実行委員長・イクボス同盟ひろしま MVB 審査員長) 

赤井 友昭（株式会社 CREATIVE LAB HOLDINGS代表取締役 CEO） 

田㞍 浩（有限会社 GUTS代表取締役） 

吉本 卓生（特定非営利活動法人キッズ NPO理事長） 

湯﨑 英彦 (広島県知事) 

津島 伊保 (広島県商工労働局働き方改革推進・働く女性応援課長) 

 

【実施内容】 

大会実行委員長である安藤実行委員長による開会宣言、湯﨑知事による開催地代表あいさつを行いました。 

広島県では、働き方改革推進を重点施策の一つとして掲げており、広島県が全面的に協力・連携して、経済団

体が認定する「広島県働き方改革実践企業認定制度」の取組を紹介しました。 

また、開会式の中で、「イクボス同盟ひろしま MVB2018」表彰式を実施しました。イクボス同盟ひろしまメンバ

ー（143名、H30.8末時点）の中で 2017年度に輝いていたメンバー（＝Most Valuable Boss）を表彰する取組で、

同盟メンバーの 3名が優秀賞を受賞しました。 

 

  



基調講演Ⅰ「個人も組織も成長するための働き方改革～イクボス的マネジメントのヒント～」 

【日時】9月 7日（金）13:45～14:45 【場所】第一会場 【主催団体名】広島県 

【登壇者（所属・肩書）】佐々木 常夫 (株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役) 

【講演内容】 

  自閉症の長男を含む３人のお子さんと 40 回以上の入退院を繰り返す奥様の世話をされながら働かれた経験

を講演。限られた時間の中で成果を出すために計画を立て、戦略的に仕事を行うためのポイントや、時間を節

約・作り出すために実践してきた仕事の進め方、「仕事の成果と時間は必ずしもリンクしない」など様々なヒ

ントを参加者にお伝え頂きました。 

 

・これまでの経歴、家族の状況に対応しながら働いた経験について 

・仕事の成果と時間は必ずしもリンクしない 

・働き方改革とは、個人も会社も共に成長する経営戦略 

 定時に帰っても残業したときと同じか、それ以上の結果を会社に残さなければいけない。仕事の改革があ

って初めて実現できる。 

・仕事の進め方 10ヶ条～良い習慣は才能を超える 

・タイムマネジメントは時間の管理ではなく、仕事の管理 

①計画先行・戦略的仕事術 

・1 年、1 か月の計画を立てること、仕事の優先づけと段取りが差をつける。適切な計画を立てることが

大事。 

・自ら仕事の締め切りを前倒しで定め、品質基準を決めて進め方の計画を立てる など 

②時間節約・効率的な仕事 

・プアなイノベーションより優れたイミテーション 

・仕事は発生したその場で片づける 

・長時間労働は「プロ意識」「想像力」「羞恥心」の欠如 など 

③時間増大・広角的仕事術 

  ・やらなくていい仕事をやらない方法はないか考える など 

・トップの強い意志と行動が会社を変える 

現場を変えようと思ったら変えるための手段を与えないといけない。 

・改革は小さい会社からこそできる。 

大きい会社も、制度を作るだけではなく、使いやすい雰囲気・上司であるかが重要。 

・自分と人を活かすリーダーのマネジメント 

   プレイングマネージャーになってしまうと部下を育成できず、仕事がどんどん増える。 

仕事の効率の両輪はコミュニケーションと信頼関係である。 

それぞれのいいところを認めて、一緒に協調していくことで組織の力が上がっていく。 

 

 

  



分科会①「働き方改革を進める上での課題と方策～県内企業の取組発表から～」 

【日時】9月 7日（金）15:00～16:30 

【場所】第一会場 

【主催団体名】広島県 

【登壇者（所属・肩書）】 

ファシリテーター：松原 光代 (PwCコンサルティング合同会社主任研究員兼マネジャー) 

コメンテーター  ：佐々木 常夫 (株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役) 

パネリスト   ：田河内 秀子（株式会社タニシ企画印刷相談役 ） 

前田 政登己（株式会社マエダハウジング代表取締役） 

渡辺 裕治（株式会社フレスタホールディングス人事総務部長） 

【講演内容】 

1.企業ゲストの取組発表 

  企業ゲストによる自社の取組発表 

  ※取組内容の詳細は、県ホームページ「Hint!ひろしま」をご覧ください。 

 

2.パネルディスカッション 

 ・働き方改革を推進している企業は、時間が有限であるということを従業員に意識づけしている。単に時間外

をさせない、だけではなく、まず従業員が自身の個々の仕事にどの程度時間がかかっているかを明らかにす

ることが改革のファーストステップ。（松原氏） 

 ○事業主の働き方改革に対する姿勢 

  ・自身の経験をもとに、従業員の働きたいという気持ちを尊重し、一つずつ対応していった。（田河内氏） 

  ・人を確保するため、結婚・出産を機に辞めた女性に短時間勤務でも働いてもらいたいと思ったことが改革

のきっかけ。（前田氏） 

  ・経営者は費用対効果を考えるもの。人事担当者としてはお金をかけずどう知恵を出すかがポイント。（渡

辺氏） 

  ・経営者がその気になると推進が早い。担当者が経営者にどう仕掛けるかもポイント。（佐々木氏） 

 ○働き方改革を推進するうえでの課題 

  ・10年やってきて、ここ 3年で成果を実感している。従業員が自分事として他の従業員の事情を受け入れる

ような意識づけに時間がかかる。（田河内氏） 

  ・15 年前に比べて女性正社員の割合が約 8％から約 30%になったが、女性が結婚や出産後も働き続けられる

環境を整備し浸透するまで時間がかかった。（渡辺氏） 

  ・時間外労働は削減でき、有休取得率も上がったが、業務に標準時間の設定がないので各自の生産性が課題

と感じている。（前田氏） 

 ○改革のカギとは？ 

  ・計画が大事。経営計画の中に働き方改革に関する目標値を入れて、それをさらに部署計画に落とし込むこ

と。（田河内氏） 

  ・トップが、本当に大切なものは何かを考えて、これまでの働き方を捨てること。（前田氏） 

  ・トップは仕事の取捨選択をする、管理職は現場を変える、そして現場の従業員はそれにどう対応するか。

役割が分かれている。（渡辺氏） 

 

 

 

http://hint-hiroshima.com/


3.まとめ 

 ・進むきっかけは経営者の決断。会社の方向性を決めて進めば、どんな取組をするかは後からついてくる。ま

た、きちんと分析し、自社にあった取組を行うこと。他社の例を参考にするのはいいが、自社に適した取組

でないと現場は納得しない。（佐々木氏） 

 ・働き方改革は多様な人材が働くためのインフラである。時間がかかることもあるということを認識してほし

い。また、それぞれの立場の役割でうまく推進していってほしい。（松原氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会②「イクメン・イクボス養成セミナー ～身近な企業事例から学ぶ～」 

【日時】9月 7日（金）15:00～16:30 

【場所】第二会場 

【主催団体名】厚生労働省 

【登壇者（所属・肩書）】高村 静（成城大学特別任用教授） 

 

【実施内容】 

男性の育児休業取得を促進するため、主に企業を対象としたセミナーを実施。 

前半では、男性の育児休業取得の現状や男性の育児休業取得実績のある企業の取組事例を紹介。取組事例として、

一つは、建設業の事例、一つは介護施設の事例であり、異なる業種の企業について、取組内容とその効果を紹介

した。いずれも、業種特有の取組ではなく、汎用性のある取組を中心に紹介し、幅広い業務の企業の参考となる

内容であった。 

 

後半は、企業が職場内研修を行うためのポイントの解説と、グループワークによる検討を行った。職場内研修を

行うためのポイントについては、厚生労働省が作成した従業員向け研修資料と動画資料をもとに、企業の担当者

が職場内で研修が行えるように、特に重要な点、注意が必要な点の解説を行った。 

グループワークにおいては、各人が自社の現状と課題、その対策を検討した上で、グループで話し合い。活発な

議論が行われた。 

 

受講者は多くはなかったが、受講者に語りかける形でのセミナーを行うことができ、もともと比較的意識の高い

受講者の理解を深め、さらなる意識の向上が図れたものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会③「家族で話そう！国と家族のお金の話～100年時代の欲張りライフを支える社会保障制度～」 

【日時】平成 30年 9月 7日（金）15:00～16:30 

【場所】第三会場 

【主催団体名】財務省 

【登壇者（所属・肩書）】 

高祖 常子（ファザーリング・ジャパン理事マザーリングプロジェクトリーダー） 

塚越 学（ファザーリング・ジャパン理事、公認会計士） 

内木場 豊（ファザーリング・ジャパン理事、ファイナンシャル・プランナー） 

恵﨑 恵（財務省主計局主査） 

 

【実施内容】 

全体の進行 

①高祖理事によるＦＪと財務省のこれまでの取組みについて紹介 

②塚越理事による人生 100年時代についての説明 

③主計局恵﨑主査による少子高齢化を踏まえた社会保障制度や日本の財政の現状などについての講演 

④内木場理事による家庭でのお金にまつわる話・欲張りライフを送るためのマネー戦略講座 

⑤参加者との質疑応答・意見交換 

 

高祖理事の説明概要 

・ＦＪと財務省では、互いに連携して子育て支援イベントを共催しており、このファザーリング全国フォーラム

に財務省が参加するのも今年で 6 年連続となる。 

・財務省とコラボした「ロールモデルカフェ」も各地で開催しており、働きながら子育てをしているロールモデ

ルとなるママやパパ自身の話も交えながら、我が国の財政状況や税の話について説明したうえで、意見交換をし

ている。毎年 5か所くらいのペースで開催しており、これまで全国 15か所ほどで実施してきた。 

・また、年に一度、東京において財務省と共催で「税と子育てフォーラム」も開催している。 

 

塚越理事の説明概要 

・「コーホート平均寿命」に基づくと、2007年に生まれた子は、107歳まで生きる計算になる。そして、今 40歳

の人は 99.5 歳まで生きる。そうすると、寿命が 80 歳だと思っていた人もあと 20 年生きることになる。では、

100年生きるためにはどうすればよいか。 

・これまでは「3 ステージ」という考え方があった。これは①教育を受けて、②卒業したら仕事をして、③定年

になれば引退するという考え方である。 

・今の「人生 100 年時代」には「マルチステージ」という考え方がある。①教育と、②仕事を繰り返しながら、

現役でいる期間をどれだけ延ばせるのかが今後は重要になってくる。お金以外にも、健康や仲間という無形資産

も大切であり、余暇も「リ・クリエーション」、つまり自分を「再創造」する時間にしていく必要がある。 

 

恵崎主査の講演概要 

・昨今、「人生 100年時代」といわれますが、これまでの「3ステージ」から「マルチステージ」を生きていくた

めに、自分たちで考えて選んでいく時代になってきている。 

・今の日本の「歳出」と「歳入」のバランスは、大きな課題を抱えており、歳入は税金だけでなく、新たな借金

によって賄っている。歳出で最も大きな金額を費やしているのは社会保障費である。 

 



・借金が増大してきた背景としては、少子高齢化の進行が挙げられる。75歳以上になると他の世代に比べ、1人

当たり医療費や介護給付費は大幅に高くなることから、高齢化の進展により、社会保障に係る支出が次第に増え

ていく。将来の社会保障費はさらに増加していくことが見込まれる。 

・こうした状況を少しでも改善するためには、社会保障の支え手を増やすことが必要。 

・個人でできること（「自助」）の一例としては、自分が健康でいることで医療費を抑えることや、効果が同じで

安価なジェネリック医薬品を使うことも有効。個人でできることと、公の制度による「公助」をうまく組み合わ

せて、「人生 100年時代」をいきいきと過ごしていきましょう。 

 

内木場理事の講座概要 

・どのように生きたいかが一番のポイントになる。それによってお金の使い方が変わる。 

・「マルチステージ」では、ずっと健康で、学び遊んで、ずっと地域に関わることになる。「100年ライフ」では、

定年はないようなものであり、働き方や暮らし方が変わってくる。 

・ライフイベント表を作り、家族のライフイベントも一緒に入れておくと、毎年いくらかかるのかが予測でき、

夫婦間のお互いのキャリアや子どもの教育など、今どのステージにいて、今後どのようなタイミングでどのよう

な出費があるか分かりやすい。 

・20歳代から 30歳代の頃から老後のための資金を貯めながら増やすと良い。30歳代くらいから老後の資金を準

備しておくとよい。でも一番は、やはり長く働くことである。 

 

参加者からの質疑応答一部概要 

・参加者Ａ）私たちの声は財務省には届いているか。国民の声をどのように届けられるのか教えて欲しい。 

・恵﨑）今日この場に来ていただいたことで、しっかりと私には届いている。こういう場でぜひ発信してほしい。

また、財務省ウェブサイト内の予算執行調査のページに「予算執行ご意見箱」というところがあるので、予算に

関する意見をご投稿してほしい。 

・参加者Ｂ）義務教育の中でお金に関する授業は行われないのか。学校現場でも子どもたちにお金について学べ

る機会があれば有難い。 

・恵﨑）子どもたちにお金の教育、社会の制度を教えること、またそういったことを通して自分の考えを持つた

めには、学校での教育は重要だと思う。主権者教育は学習指導要領に入っている。それに基づいて、財務省と財

務（支）局では、アクティブ・ラーニングとしてタブレットで予算シミュレーションを行う「財政教育プログラ

ム」を実施しており、また税金については、地域の税務署や税理士会などが学校へ行って直接教えている。 

 

 

 

 

 



分科会④パパも考える！ママが働きやすく生きやすくなるために、何が必要か？ 

【日時】9月 8日（土）10:00～11:30 

【場所】第一会場 

【主催団体名】NPO法人ファザーリング・ジャパン マザーリングプロジェクト 

同 パートナーシップ・プロジェクト 

【登壇者（所属・肩書）】 

木下麻子氏（広島銀行 人事総務部 人事企画課 課長代理） 

太田郁恵氏（(株)オフィスフローレ 取締役副社長） 

北 佳弘氏（一般社団法人パパフレンド協会代表理事） 

高祖常子（FJ理事） 

林田香織（FJ理事） 

 

【実施内容】 

 広島の両立や女性活躍現状を伺いながら、ママが働きやすくなるためには何が必要かを FJ 理事からの情報提

供や広島からのゲストも交えたパネルディスカッションを通して考えました。 

 前半では、林田 FJ理事より FJ パートナーシップ・プロジェクトの紹介と、日本の子育て世代を取り巻く社会

的背景や夫婦だけでなく周囲とも連携した「チーム我が家」を提案。また、高祖 FJ 理事よりマザーリング・プ

ロジェクトの紹介と忙しい毎日の中でパパもママも笑顔で子育てを楽しむ秘訣を紹介しました。 

 続いて、「ママが働きやすく生きやすくなるために」と題して、広島銀行 人事総務部 人事企画課 課長代理で

三児の母の木下麻子氏、(株)オフィスフローレ 取締役副社長で二児の母の太田郁恵氏、一般社団法人パパフレ

ンド協会代表理事で三児の父の北 佳弘氏を迎えて、パネルディスカッションを行いました。 

 広島銀行の木下氏は、チームで両立体制のもと両立できているという自身の経験を紹介。また、「出産しても

働き続けることと、そこから管理職にチャレンジしていくことは別のこと。両立支援制度が整って継続はできる

ようになりましたが、活躍となると別の支援が必要です。」という指摘がありました。また、 (株)オフィスフロ

ーレ太田氏は自身が社会復帰する際のご主人からの反対があったこと、また、仕事が楽しくなりご主人を説得し

ながら今に至っていることという経験やお母さん達が社会復帰する際の意識の壁についてお話くださいました。 

 さらに、パパフレンド協会の北さんからは、ご自身の伝統的な役割分業意識が次第に夫婦協業の意識に変化し

た過程や葛藤、また、お父さんたちを取り巻く環境や意識の課題について紹介いただきました。 

 会場の参加者の女性からは「仕事柄忙しい夫に不公平感を感じる。どうしたら、情緒的に公平と感じることが

できるか。」という質問がありました。木下氏からは、「夫婦でちょっと先の話、どういう家族を作っていきたい

かを可視化することで納得感が得られる」、また、太田氏からは「マイナスだけでなく、プラスの面を見る」、そ

して、北氏からは「お互いの大変さを理解することで、思いやりが生まれる」というアドバイスがありました。 

 職場の環境が整っている中で、家族としてもどのような家族を作っていきたいか、また、それをどのように叶

えていくかを話し合い、それを共通認識として共有していくことが大切だと感じました。 

 



分科会⑤パパも秘密結社主夫の友×ライオン 第 1回夫婦円満センター試験 

【日時】9月 8日（土）10:00～12:00 

【場所】第二会場 

【主催団体名】NPO法人ファザーリング・ジャパン 秘密結社主夫の友 

【登壇者（所属・肩書）】 

堀込タイゾー（秘密結社主夫の友 CEO） 

杉山錠士（秘密結社主夫の友 広報） 

石島小夏（秘密結社主婦の友 メンバー） 

杉本美穂（ライオン株式会社 リビングケアマイスター） 

 

【実施内容】 

全国の既婚男性 3割を主夫にするという野望を秘めて結成されたファザーリングジャパン”非”公認団体「秘密

結社主夫の友」が『第 1回夫婦円満センター試験』を初開催しました。 

 

センター試験の出題科目は 2つ。1つは主夫の友でも提唱している『夫

婦ライフバランス』を伝えるべくパートナーからの架空の「ムチャブ

リ質問」6 問。もう 1 つは家事部門。こちらはライオン(株)の協力を

頂き、『皿洗い』をテーマに知識やメンタルに関する問題が出題。いず

れも、グーグルフォームを利用し、来場者にリアルタイムで回答して

もらいました。 

 

 

そして、後半は、主夫の友メンバーによる答え合わせ。 

来場者から寄せられた回答の中から数少ない女性メンバー石島が、判断基準となり“これはいい”という回答を

セレクトし、発表。いい回答をした来場者には、食器洗い洗剤をはじめとするライオン商品が贈られました。 

試験というカタチをとって真剣に考えることや、他の来場者の答えを知ることによる価値観の広がり、さらに長

年の研究で培われたライオンの効率的な皿洗いメソッドを知ることも出来て、楽しみながらも意外と発見や学び

のある時間となりました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会⑥さと原人と遊ぼう！ ～親子で楽しむバルーン教室♪～ 

【日時】9月 8日（土）10:00～12:00 

【場所】第三会場 

【主催団体名】ファザーリング・ジャパン中国 

【登壇者（所属・肩書）】さと原人（FJC・理事） 

 

【実施内容】 

子どもと一緒に楽しく遊んで、大好き♪といわれるパパになろう！をテーマに開催。 

でも子どもと一体何をして遊んでいいかよくわからないというパパのために、今回は風船を使ってできる遊び方

を伝授しました。 

 

先ずは、「さと原人のバルーンアート・パフォーマンスショー」を鑑賞し、風船のすごさや楽しさを体感。さす

がプロのバルーンアートはもう本当になんでも作れるんじゃないかと思えるくらい。素早い手さばきと楽しいト

ークで、キュッキュッと音を鳴らしながら可愛いお花など色んなものを作って見せてくれました。 

 

その後、ワークショップで参加者全員に実際にバルーンアートを作っていただきました。 

課題は弓矢。一見難しそうですが、さと原人さんに丁寧に教えてもらいながら、みんな上手に作り上げました。 

最初にゴムを少し伸ばして柔らかくすることから始めて、それをポンプで適度に膨らまし、口を結んだらさぁあ

とは勇気を出して「ひねる」だけ。なんだか割れそうな気がしてドキドキしながら、思い切ってキュッ。キュッ。

キュッ。 

最後は、全員が完成した弓矢を使って射的ゲームで真剣対決。見事に的を射た子どもには大型のバルーンカマキ

リやハート型の杖などがプレゼントされ、子どもも大人もみんな熱くなって大いに盛り上がりました。 

 

参加者の方からは「バルーンアートってこんなに頭と身体を使って遊べるんだと初めて知った。本気で熱中する

ことで子どもとの距離がぐっと近づくような気がする。」といった声が聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会⑦“おとう飯”始めようキャンペーン inひろしま ～簡単、美味しい広島県の「おとう飯」決定！～ 

【日時】9月 8日（土）10:00～11:30 

【場所】第四会場（料理教室） 

【主催団体名】内閣府男女共同参画局 

【登壇者（所属・肩書）】 

石橋尊久（よしもとクリエイティブ・エージェンシー／イシバシハザマ、おとう飯大使） 

湯﨑英彦（広島県知事） 

キムラミチタ （フリーパーソナリティー） 

 

【実施内容】 

●第 1部 

石橋さんとキムラさんによる掛け合い形式で男性の育児参加の現状を紹介し、少しでも家族の役に立つお父さん

になる為に石橋さんが提唱する“おとう飯”を紹介。今回紹介する“おとう飯”は、料理が苦手な人でも簡単に

作れるメニューであることをレクチャーしました。 

 

●第 2部 

参加者と知事の前で、広島の名産品を含んだおとう飯レシピを紹介しながら調理実演。完成した 3品を試食して

もらい、おとう飯が簡単に作れて美味しいことを実感してもらいました。 

 

 《石橋さんによる“おとう飯”実演メニュー》 

 ① 広島産鶏もも肉のステーキ 瀬戸内広島レモンダレ 

 ② レンジで簡単！ 広島産豚肉のお好み焼き 

 ③ 広島新鮮野菜を使ったバーニャカウダ  かきだし味噌ソース 

 

●第 3部 

試食後、参加者と知事による投票で“広島県のおとう飯”を決定。投票の結果、広島県のおとう飯として調理す

るのは「レンジで簡単！広島産豚肉のお好み焼き」に決定。石橋さんから調理のアドバイスを受けながら、知事

と参加者で調理しました。 

 

●第 4部 

知事に改めて調理した料理を「広島県のおとう飯」として認定宣言してもらい、参加者全員で記念撮影。 

参加者は調理したお好み焼きをお子さんやご家族と一緒に試食しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会⑧「『自分らしく』を広島で。ライフスタイルトークセッション」 

【日時】9月 8日（土）13:00～14:30 

【場所】第一会場 

【主催団体名】広島県 

【登壇者（所属・肩書）】 

平尾 順平 (NPO法人 ひろしまジン大学 代表理事) 

キムラ ミチタ (フリーパーソナリティー) 

湊 容子 (合同会社おけいこドットコム 代表) 

田㞍 浩 (有限会社ＧＵＴＳ 代表取締役)※ 

権田 赫泰 (株式会社サンフレッチェ広島 総務部 総務・人事担当)※ 

湯﨑 英彦 (広島県知事)※ 

※イクボス同盟ひろしまメンバー及びメンバー企業社員 

 

【実施内容】 

広島県内で「欲張りなライフスタイル」を実現しているパネリストをお迎えし、子育て世代の欲張りライフ実現

のヒントを探りました。 

 

業務は体育会系でも、組織は柔軟で先進的 

サッカーの世界では、ライフスタイルを犠牲にしないという意識が高いという。サンフレッチェ広島においても、

年長の選手は、自分達の時代と変わってきていることを理解していて、若い世代に昔の慣習を押し付けない。昔

は時間で評価されてきた時代もあったが、今は選手もフロントも変わってきている。ある選手は、練習日には練

習から帰宅後、洗濯をたたみ、ご飯をつくることを日課として、家にいる間は家族を一番としている。昨年孫が

生まれた権田さんの上司は、毎日夕方に会社を抜け、孫の沐浴を終えて戻って仕事をしていた。プライベートを

大切にする風土と柔軟な制度が定着している会社が、共働きである権田さんにもありがたく、普段から子どもと

の関わりを大切にさせてもらっているという。 

 

それぞれの夫婦の形、会話で決める役割分担 

キムラミチタさんは、結婚する以前から妻は料理がそんなに好きじゃないのでは？と感じ、結婚する際に、妻に

台所に立たないでくれと約束したという。子どもができ、今は妻にも料理を協力してもらっているが、始めにル

ールを決めたことで、お互いにストレスが軽減され、協力し合えている。平尾さんは、子どもが産まれるときに、

それぞれがやっている家事をポストイットに全て書き出したという。妻にやってもらっていることが圧倒的に多

いと分かり、今は少しずつだが自分に移している。妻も自分がやっていることを分かってくれることでストレス

の軽減に繋がった。夫婦間の役割分担には、一つの正解などなく、互いの想いを話し合いで決めることが、担う

側、お願いする側、双方にとってよい。 

 

自分が感情的になっていることを受け入れる 

おけいこ.comを運営する湊さんは、先生含め多くの女性の様々な働き方を見てきた。ライフイベントの波が激し

い女性にとって、働き方のカスタマイズがうまくできるかがポイントだと感じている。そのポイントを解決する

ためには、「感情的な想い」を冷静に見ることが出来るかが大切だという。湊さんが実際に取組んでいることは、

感情含め一度やりたいこと、想っていることを全て紙に書き出し、一晩寝かせるということ。後から冷静になっ

てみると、「なんだコレ？」と思えることも多いという。 

 



子ども目線で住んでいる街を見ると、「地域」が一気に近づいてくる 

田尻さんは社長と 7人の子どもの父親という顔以外にも、経済団体や PTAの役員など様々な顔を持っている。そ

の一つが、地域のゴミ拾いボランティア。学校や家庭では、大人が子どもたちに掃除をするよう教えていながら、

街の川には自転車等のゴミがずっと放置されたままだった。矛盾を何年か抱えていたが、5 年前の 5 女が小学校

へ入学することをきっかけにボランティアを始めることにした。子どもたちとゴミ拾いのボランティアを重ねる

ことで、発見も多いという。田尻さん自身は非喫煙者で、喫煙者は何故タバコをポイ捨てするのかと被害者の意

識でいたが、子どもたちからすると、タバコの吸い殻は、大人が捨てるゴミとして、田尻さん自身も実は加害者

側に見られていた。子どもと共に過ごし、子ども目線で街や道路をみたとき、新たな発見と共に、「地域」が一

気に近づいてくる。 

 

今回のトークセッションをうけて、湯﨑知事は、 

「広島県では欲張りライフを県のビジョンとして掲げており、自身が望むライフスタイルを追求出来る社会環境

を整えていきたい。今は仕事に集中したい、私はプライベートを充実させたい、仕事もプライベートも諦めたく

ない、といった個人が望むライフスタイルはそれぞれ。今回の登壇者も、三者三様で違う考え方をお持ちで、小

宇宙ではないですが、小広島を感じられたようで、よかった。」とコメントした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会⑨学生ワールドカフェ「男性も・女性も育児を楽しもう」 

【日時】9月 8日（土）12：30～14：30 

【場所】第二会場 

【主催団体名】公益財団法人ひろしまこども夢財団 

【登壇者（所属・肩書）】  

ファシリテーター 佐藤淳子（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン中国 理事・事務局長） 

コメンテーター  安藤哲也（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事） 

研究発表  学生 8名（安田女子大学心理学部澤田研究室） 

             

【実施内容】 

受付後、参加の大学生 23名（男子 9名、女子 14っ名）がＡ～Ｅの 5つのテーブルに分かれ、飲み物とお菓子を

持って着席し、大学内のカフェのような雰囲気の中で開会した。 

まず安田女子大学の学生が研究発表を行い、広島大学と広島修道大学の学生計 166名から得られたアンケートへ

の回答結果を基に、学生の育児への意識について男女間で差があることを明らかにした上で、育児や家事などの

負担が女性に偏っているという我が国の現状が紹介された。 

発表後、ワールドカフェ形式のワークショップがスタートし、第 1ラウンドでは、自己紹介シートを使った自己

紹介のあと、安田女子大の発表を受けて「大学生の男女で育児・家事への意識の差が生じているのはなぜか」に

ついて、ＫＪ法を使って課題を抽出しグルーピングを行った。 

 

第 2ラウンドは、各テーブルに 1人のテーブルファシリテーター以外は「旅人」となって新たな「国（テーブル）」

に移り、新しいメンバーが、第 1 ラウンドで出された課題に対する意見を述べ合い、模造紙に書き込んだ。 

 

第 3ラウンドでは、再び旅人が別の国（テーブル）へと旅し、第 2ラウンドまでに出された課題を踏まえて、「男

女関係なくが育児・家事を楽しむためにはどうすればよいか」について、意見を出し合った。 

 

最終第 4ラウンドでは、旅人は出発した元の国（テーブル）に戻

り、旅人が残していった意見を見ながらまとめ作業をした後、テ

ーブルファシリテーターから全体に向けて発表が行われた。多く

のテーブルで、男女の役割に対する固定観念の存在が指摘され、

それを覆していくために今回のようなワークショップや研修を

もっと開催すべきという意見も出された。ＦＪの安藤さんからの

コメントをいただいたあと、最後にテーブル内で学生カフェに参

加しての感想を共有して閉会した。参加者の表情には一様に満足

感が漂っていた。 

 



分科会⑩「ママも必見！発達障がい＆障がい児を持つパパの楽しみ方」  

【日時】9月 8日（金）13:00～14:30  【場所】第三会場 

【主催団体名】NPO法人ファザーリング・ジャパン メインマンプロジェクト 

【登壇者（所属・肩書）】 

吉元一峰（広島県発達障害者支援センター 地域支援マネージャー）  

伊藤香穂里（上級発達支援コーチ・ママ代表）、山本峰司(FJ中国会員）、片岡晃（FJ中国会員） 

佐藤千秋（FJ会員）、藤原健司（FJ中国理事）、橋謙太（FJメインマン PRJリーダー）、高祖常子（FJ理事） 

 

【実施内容】 

◆スケジュール ○第 1部（15分）※橋・メインマンプロジェクト/発達障がいについて 

○第 2部（75分）※ファシリテーター：高祖・パネルディスカッション「父親のあるある座談会」 

◆コンセプト 

・発達障がい＆障がい児を持つ家庭での父親の役割について考える。 

・母親の悩み＆パートナーへの思いを共有し、父親が何ができるかを考える。 

・障がい児を持つ父親同士の思い、経験を共有し父親の子育ての楽しみを共有する。 

◆概要 

・第 1部では、発達障がいを支援するメインマンプロジェクトの説明、及び発達障がいの基本的な説明。 

・第 2 部では、障がい児を持つ父親、母親に加え、健常児を持つパパ、専門家の方を交え、障害児のパパの悩み、母親

の悩み、父親への期待等、普段、自分のパートナーには、なかなか伝えにくい内容も含め、情報共有、話し合うことにより、

父親の育児参加の重要性、楽しみを伝えていく。 

◆目的 

 参加者は障がい児を持つ父親だけでなく、発達障がい児を持つ母親及び夫婦を想定。そのため、障がい児を持つ父親

が何を思っているのか、何をしたらよいのか、そんな糸口を見つけられる分科会を目指した。 

 また、障がいをテーマにしたフォーラムはテーマが重くなりがちだが、障がい児を持つ父親達の子育てあるあるを引き出

し、笑いの多い会を目指した。結果として、障がい児の子育ての楽しさを共有する。 

◆当日の様子 

申込は 51人。当日は雨のこともあり参加者は減るかと思われたが結果的に 34人の方が聴講に訪れてくれた。男

女比は 2：1。ご夫婦での参加も多かった。発達障害のフォーラムは、圧倒的に女性（母親）が多いので、今回の

分科会は、多くの男性（父親）を取り込むことができ、それだけでも成功した会になった。 

第 2部では、吉元氏が広島の障害者施策の現状の説明をしてくれた他、伊藤氏が発達障害を持つママがパパに期

待することをリサーチしてくれており、活発な座談会になるよう盛り上げる素材提供をしてくれた。また、当事

者の父親、母親から、子どもの成長によって出てくる課題に対して、どのように意識を変えていったか、どう対

応していったか、という話も座談会ですることができ、会場の方からは、不安になっていたことに、どうしてい

けばよいか分かり気持ちが楽になった、という感想もいくつかあった。 

 



分科会⑪「おとうさんと挑戦！親子キャラホットケーキ教室」 

【日時】9月 8日（土）13:00～14:30 

【場所】広島市総合福祉センター 第四会場 

【主催団体名】一般社団法人パパフレンド協会 

【登壇者（所属・肩書）】一般社団法人パパフレンド協会代表理事 北 佳弘 

 

【実施内容】 

広島市総合福祉センター調理室にて、親子でキャラクターホットケーキを作りと試食会を実施、10 組 23 名の親

子が参加した。。 

冒頭、スライドや商品を使いホットケーキの主原料である小麦を題材に、地域生産量などのクイズを開催するこ

とで、会場の雰囲気を和らげながら子ども達に原料の見方を伝える。 

また、国内産小麦と海外産輸入小麦の輸送距離を考えることで“フードマイレージ”（食糧輸送により排出され

る二酸化炭素が地球環境に与える負荷）について意識付けを行った。 

 

調理の流れ説明後、講師卓に集まり、アンパンマンやドラえもんなど、子ども達が関心の深いキャラクターを使

い実際の作り方を実演。卵割や食材を混ぜる作業などを参加してくれた子ども達に進行役として手伝い協力して

もらうことで、雰囲気が和やかになりお父さん達の緊張感をほぐした。 

 

ホットケーキが焼きあがるまでの待ち時間、男性の育児家事参画に対する必要性、子どもとの関わりの楽しさな

どを講師の体験をもとに伝え、男女共同参画の意識付けを行った。 

 

実演後はそれぞれのテーブルに分かれ親子で実際にキャラホットケーキを作ってもらった。同卓でお父さん同士

の会話のキッカケを作るため、一部調理器具については 1卓に 1つのみセッティングすることで、貸し借りによ

るコミュニケーションを促し、各テーブルで会話がうまれていた。 

また、親子の間では、どのキャラクターを描くか、ひっくり返すタイミング、焼き加減の具合など調理の中から

会話が弾んでいた。 

自分で作ったキャラクター入りのホットケーキを嬉しそうに見る子どもの姿に、お父さん達も嬉しそうな表情を

していた。他分科会に参加していたお母さんが戻られてホットケーキを見せていた親子はとても誇らしげだった。 

基調講演Ⅱがあるため、焼きあがった家族から試食を行い片付けの作業を行い終了した。 

 

 

 

 

 



基調講演Ⅱ「笑う家族に福きたる～好奇心で楽しくする暮らしと仕事～」 

【日時】9月 8日（土）14:50～16:20 

【場所】第一会場 

【主催団体名】広島県 

【登壇者（所属・肩書）】 

鈴木 おさむ (放送作家) 

安藤 哲也 (NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事) 

 

【実施内容】 

講師の鈴木さんから、妻である森三中の大島美幸さんと結婚したきっかけや、好きな所、夫婦の普段の暮らし方、

妊活休業を宣言するに至った経緯や想い、育児休業を応援してくれて、仕事に戻った時に「席」を用意してくれ

ていた周囲の方への感謝等、たくさんの笑いを交えながらのお話がありました。 

 

互いに人生において大切にしていることが一緒 

結婚して 16 年。交際ゼロ日での結婚で、結婚生活の中で段々と関係性を紡いでいった。その一つとして、互い

の呼び方を変えると、自然と二人の関係性が変わってきたという。また、鈴木さんが大島さんと結婚しようと思

ったのは直感だったが、その直感は、「面白いということが大事」という価値観が一緒ということ。価値観が同

じ人と一緒にいることがどれだけ楽で、どれだけ楽しいことか、大島さんとの結婚で気づけた。さらに、旅行先

でのハプニングやプレゼントを渡す時の大島さんの素敵な考え方を知るなど、様々な経験を重ね、互いの芯を理

解し合うようになった。 

 

自身ができることは、妻を楽にすること 

現在、鈴木さんと大島さんは 3歳になる息子を授かったが、それまでに 2度の流産を経験した。その中で、大島

さんと大島さんのお母さんの強い絆や、大島さんが妊活休業を取得するために周りの温かい支援もあったという。

3度目の妊娠で順調に成長するなか、「妊活を世の中に発表し、休業した嫁になにも返さなくていいのか？」とい

う想いが強くなり、放送作家業の 1年休業を決意した。ただ、当時既にヒットメーカーとなっていた鈴木さんで

すら、休業によって半分の仕事がなくなったという。  

子どもが無事に生まれ、休業に入った鈴木さんだが、当初自身にできることが見つからなかったが、大島さんが

楽になることをしようと決め、料理をすることにした。育児で忙しいお母さんは、自身の食事がどうしても疎か

にになってしまうことが多い。食べることが大好きな大島さんのため、美味しい料理が食べられるよう、料理を

担当することとした。 

 

子どもと二人で過ごすことで深まる絆と、敵わぬ子どもと母の絆 

子どもが生まれて半年で大島さんが復帰し、出張に行くときなど、子どもと二人で過ごす時間ができた。大島さ

んのお母さんが来てくれるときもあったが、寝かせつけでどうにもできなかった経験を紹介した。母乳が出せる

わけでもなく、ミルクも飲まず、抱いたままソファに腰掛けることもゆるされない状況で朝まで迎えたという。

鈴木さん自身は幼い子どもと 2人になる経験ができたが、多くの女性が、生まれて半年でのこのような経験を夫

にチャンスとして与えてないのではとの話があった。 

 

 

 

 



子どもとの二人の時間を経験することで、鈴木さんは子どもとは「友情」のような絆ができた。ただ、大島さん

と喧嘩した時「あなたのことを子どもに嫌いにさせるのなんて簡単なんだからね！」と言われたことが衝撃的だ

った。鈴木さんが休業復帰して、再び忙しくしているときも、普段大島さんは子どもに対して、お父さんは頑張

っているから一緒に応援しようねと言ってくれていた。子どもと母親の関係は強く、子どもの前で夫婦喧嘩した

時には、お母さんを守ろうとする子どもに睨まれ、夫婦で仲直りしたことを伝えるまで無視され続けたという。 

 

子どもの成長はそれぞれのスピード 

子どもが 2歳になり、できることが増えてくる中で周りの子どもと成長を比べるようになった。ただ、鈴木さん

はお姉さんの次男を通して成長のタイミングは重要ではないと感じるようになったという。お姉さんは次男を妊

娠 7 カ月で出産。入院が続き、重い障害が残った。現在 17 歳になり、初めて一人で大便ができるようになった

ことがとても嬉しかったとお姉さんから報告があった。その報告を聞いた鈴木さんは、子どもが何か出来たタイ

ミングではなく、その子ができたことを純粋に喜べばいいんだと思ったという。 

 

鈴木おさむさん×安藤哲也さん特別対談 

鈴木おさむさんと大会実行委員長の安藤哲也さんの父親対談が行われた。安藤さんは、鈴木さんの話の中から、

欲張りライフの実現にむけて 3 つのキーワードを感じたという。「素直に現実を受け入れること」鈴木さんは毎

日ブログを更新しており、起きたことを文章にすることで、冷静に受け止めることができるという。「がんばれ

って言わない応援」みんな世の中の見方はそれぞれ違う中で、相手のことを想像することが大切だ。「いつでも

笑っていられる人生」人生 100年時代と言われる中でも急病により亡くなることもあり、人生何が起きるか分か

らない。その中で、鈴木さんは本当に人生悔いないように今を生きないといけないと感じたという。 

 

 

 

 

 

 



閉会式 

【日時】9月 8日（金）16:20～16:30 

【場所】第一会場 

【主催団体名】ファザーリング全国フォーラム inひろしま実行委員会 

【登壇者（所属・肩書）】 

安藤 哲也 (ファザーリング全国フォーラム inひろしま実行委員長) 

佐伯 安史 (広島県商工労働局長) 

橋本 一浩 (新潟県産業労働観光部長） 

イクちゃん（広島県子育て応援キャラクター） 

レルヒさん（日本元祖スキー漢[おとこ]） 

 

【実施内容】 

安藤実行委員長からの総括で多彩なプログラムが展開された２日間を振り返りました。２日間で約６８０名

（１日目：約３３０名、2日目：約３５０名）が参加した広島大会となりました。 

次回開催地は新潟県であることが発表され、広島県代表者から新潟県代表者へ大会旗の引き渡しのセレモニー

が行われました。また、新潟県知事からはビデオメッセージを頂きました。 

 

  



協賛ブース 

【日時】9月 7日（金）13:00～8 日（土）16:20 

【協賛企業】 

大塚製薬株式会社 

ライオン株式会社 

 

 

 

 

会場の様子 

 

 

 


