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マークは女性の活躍を応援する企業・団体等です

氏名

所属等

居住地・活動拠点

ページ

長沼町

1

砂川市

2

滝川市

3

南幌町

4

奈井江町

5

新篠津村

6

産後セルフケアインストラクター

江別市

7

由美

書家、農家

当別町

8

利恵

ファミリーホーム運営

恵庭市

9

第一交通産業グループ 北海道ブロック

札幌市

10

HTB 北海道テレビ放送

札幌市

11

喜茂別町

12

黒松内町

13

古平町

14

小樽市

15

京極町

16

厚真町

17

壮瞥町

18

苫小牧市

19

新冠町

20

えりも町

21

平取町

22

1

稲垣

真紀

認定 NPO 法人 HOKKAIDO しっぽの会

2

内海

久美子

砂川市立病院

3

柴田

直美

ピンクリボン・ディスカバ

4

南幌町第 15 区女性防火クラブ

5

藤原

聡子

ママとベビーのコミュニティサロン メルシー

6

大塚

早苗

有限会社大塚ファーム

7

永野間

8

檜山

9

三神

かおり

代表理事

認知症疾患医療センター長
代表
主宰

取締役副社長、北海道指導農業士

10

今関

舞子

喜茂別旧双葉小学校史料館 雪月花廊

11

西村

聖子

株式会社アンジュ・ド・フロマージュ

12

本間

利和子

一般社団法人ふるびら和み

13

南田

公子

農学博士、アテリオ・バイオ株式会社

14

吉川

由紀子

農業、パン工房よしかわ

15

上道

和恵

厚真町放課後子ども教室運営、オフィスあっぷ・ろーど

16

岡ドルゲ・コジマ

代表
代表取締役

代表理事
取締役・主任研究員

店主

壮瞥町地域おこし協力隊

苫小牧市
17

荒井

亜紀

株式会社ＮＯＭＡＤＯＣ 代表取締役、
一般社団法人北海道うまプロジェクト 代表理事

18

川﨑

尚子

北海道指導漁業士、えりも漁業協同組合えりも岬女性部長

19

関根

真紀

工芸作家

代表

地域

空知

石狩

後志

胆振

日高

Ⅱ 道南（渡島、檜山）
No
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居住地・活動拠点

ページ

七飯町

23

北斗市

24

あずまや 東谷農園

厚沢部町

25

良子

旅館よ志栄

上ノ国町

26

美保子

大津牧場 ミルク茶房ひそっぷ

せたな町

27

居住地・活動拠点

ページ

南富良野町

28

旭川市

29

剣淵町

30

中富良野町

31

東神楽町

32

鷹栖町

33

20

岩崎

21

有限会社緑友会 六輪村

22

東谷

弥生

23

岩田

24

大津

美乃

１級建築士、レジデンシャルオーガナイザー

代表

地域

渡島

檜山

Ⅲ 道北（上川、留萌、宗谷）
No

氏名

所属等

地域

25

岩永

かずえ

ふらの農業協同組合 参与、
NPO 法人南富良野まちづくり観光協会

26

上野

砂由紀

上野ファーム

27

小澤

祐子

株式会社ビバカンパニー

28

九栗

貞子

農業者、北海道女性農業者倶楽部（マンマのネットワーク）

29

三輪

美子

ステンドグラス作家

30

村上

京子

ムーンライトレディース

31

井村

裕子

國稀酒造株式会社 企画室

増毛町

34

32

蝦名

桃子

有限会社蝦名漁業部（甘えび専門店海の人） 専務取締役

羽幌町

35

33

立崎

由樹

Comedokoro －コメドコロ－

遠別町

36

34

小路

香里

トリニティスノーボードスクール
JSBA 公認 C 級インストラクター

枝幸町

37

宗谷

居住地・活動拠点

ページ

地域

理事長

ガーデナー
代表取締役

代表

店長

上川

留萌

Ⅳ オホーツク（オホーツク）
No

氏名

所属等

35

片岡

節子

チューリップ栽培愛好家

湧別町

38

36

田中

陽子

風香房

滝上町

39

37

藤田

明子

おこっぺスタイル ま・な・ぶ

興部町

40

居住地・活動拠点

ページ

幕別町

41

前代表
代表

オホーツク

Ⅴ 十勝（十勝）
No

氏名

所属等

38

小笠原

39

菊地

亜希

菊地ファーム、ピロロフェス実行委員会

代表

広尾町

42

40

坂井

友子

陶芸家、cafe ＆うつわのお店 tomono

オーナー

陸別町

43

41

鈴木

由加

手づくりおかずのすずきっちん

芽室町

44

42

本別発・豆ではりきる母さんの会

本別町

45

国際トラクター BAMBA 実行委員会

更別村

46

居住地・活動拠点

ページ

美奈子

農家のお店 ひより

店主

代表

地域

十勝

Ⅵ 道東（釧路、根室）
No

氏名

所属等

43

相座

聖美

株式会社うつくしろ

代表取締役

釧路市

47

44

加藤

眞緒

きずなネットワーク

代表

釧路町

48

45

森髙

裕子

森髙牧場

厚岸町

49

46

和田

徳子

子育てママサークル くらし・たのしく・まなぶ 標津女子塾 代表

標津町

50

女性の活躍を応援する北海道の取組 

地域

釧路

根室

51
※本誌で紹介している内容は、2016 年 7 月～ 2017 年 3 月現在のものです
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道央

空知【長沼町】

7
1

い な が き

稲垣

ま

き

真紀さん

認定 NPO 法人 HOKKAIDO しっぽの会

代表理事

1959 年生まれ、札幌市出身。ブリーダーになろうと犬を飼ったが、動物を売ることには疑問を持っていた。捨てられる犬猫の現状に
触れて保護活動を思い立ち、長沼町の現地を購入。2002 年に活動開始、2010 年に NPO 法人、2013 年に認定 NPO 法人となる。

動物の幸せを願って、小さな命を救いたい
きっかけ

満足度

子どもの頃から動物が好きで、夢はたくさんの動物に囲まれて牧場に住む

動物を救いたい、幸せになってほしいという思いでやっている

ことでした。結婚後、犬を飼うために北広島市に一戸建てを購入し、ハスキー

ので、保護した時には弱ってボロボロだった犬猫が、新しい飼い

犬を飼ってブリーダーを始めたのですが、動物を売ることに対して疑問を感

主さんにもらわれて幸せに暮らしていることを知ると、とても

じていました。3 人の息子を育てながらパート勤務等をしており、南幌町に

嬉しいです。お渡ししてから、3 週間後と 3 か月後にご報告を

移り住んだ時にハイジ牧場（長沼町）で働き始めました。そこで、動物を勝手

いただくことにしているのですが、それ以外でも随時ご報告を

に捨てていく人がすごく多いことを知りました。この現状を変えたいと思っ

いただき、みんな幸せそうな姿を見ると、本当に良かったと思い

て、離婚と同時に長沼町に土地を購入して、保護活動を開始しました。殺処

ます。捨てるのも人間ですが、助けるのも人間です。人が幸せで

分される直前の犬猫を全道から受け入れ、施設で一時保護して病気等のケア

ないと、動物も幸せになれません。動物も人間も、両方が幸せに

を行い、ホームページ等で紹介して新しい飼い主さんへお渡ししています。

なってほしいと願っています。

苦労

これから

これまで会社で雇われて働いていたので、「代表」という形で

動物の殺処分数は減っていますが、動物が捨てられるという

メンバーをまとめることが苦手でした。最初は、代表といっても

現状は続いています。まずは、飼い主がしっかり意識を持って

関係ないよ、みんな同じ仲間だからと言ってやっていたのですが、

最後まで飼うこと、
必要以上に増やさないことを徹底したいです。

それじゃあ組織ってうまくいかないんですよね。ボランティアの

私たちは、行政と協力しながら、動物を命として扱わない悪質な

方から会への不満が出てきた時に、自分が代表としてきちんと

ペットショップやブリーダーを摘発していきたいです。一般の方

仕切らないといけないと考え、覚悟を決めました。それからは

にも現状を考えてもらうため、パネル展等の啓発活動も行ってい

「代表」という意識を持ってやっています。すべては動物を守る

ます。あと、高齢でペットを飼いたくても飼えないという方の

ためです。難しいのは人間の方で、動物のことで苦労したことは

ために、飼えなくなった時にお預かりできるような、サポート

ありません（笑）。

する活動をやってみたいですね。

北の

女性たちへの

メッセージ
1

日本人の気質として、どこか人任せで、見たくないものは見ないようにするところがあると
思います。でも、自分から動いてみて！動いてみると、状況が変わってきますよ。自分でやって
みようよ！
取材年月日：2016 年 8 月 4 日

2016

道央

空知【砂川市】

3
2

う つ

み

内海

く

み

こ

久美子さん

砂川市立病院

認知症疾患医療センター長

1955 年生まれ、旭川市出身。北大教育学部卒業後、児童精神医学を学ぶため札医大に入学し、卒業後に同大附属病院精神科に就職。そこでアルツハイマー
の研究に触れたことを機に、認知症の研究を続け博士号を取得。1996年から砂川市立病院に勤務し、2010年から現職。砂川市内で夫、ペットと共に暮らす。

地域で認知症を支える
「砂川モデル」を全国へ
きっかけ

満足度

当院で 2004 年に「もの忘れ専門外来」を開設したことをきっかけに、

地域での活動を通じて、住民の方、家族会の方、ボランティアの方、

医療だけで認知症の方を支えることは難しいと感じるようになりまし

介護スタッフの方など多くの方々と出会い、思いを共有できる仲間が

た。認知症の方の生活全体を支えるには、まず地域の介護スタッフの

できました。医者って、病院の中にいると案外孤独なんです。患者さ

協力が必要であると考え、「中空知・地域で認知症を支える会」
（現在は

んやご家族から「助かりました、ありがとう」と言っていただけると

NPO 法人）を立ち上げました。認知症の方を多くの目で見守り、早期に

励みになり、この喜びを仲間と共有できることが嬉しいですね。みん

必要な治療や介護サービスにつなげるため、介護・保健・福祉の各分野

なががんばっているから、自分もがんばろうと思います。様々な職種

の方々と連携するとともに、市民や地域の介護スタッフ向けの啓発講演

の関係者が参加する「多職種事例検討会」を 2 か月に 1 回開催していま

会や研修会、ご家族への支援等を行っています。また、当院での認知症

すが、毎回参加希望者が多く、地域の熱気を感じます。顔を合わせる

の診察は、脳神経外科、神経内科、精神科が連携して実施しています。

ことで関係者同士が繋がり、連携したケアができていると思います。

苦労

これから

苦労は、あまりありませんでした。地域の介護スタッフの方々は、

認知症の方を地域で支える上で、特に重要な役割を果たして

認知症の正しい知識があまりない中で対応を求められ、困惑してい

いるのは、ボランティア団体の「ぽっけ」です。病院や行政では

たところに私たちが「一緒にやりましょう」と声をかけたので、抵抗

手の行き届かない部分の、患者さん一人一人に合わせたきめ細

なく受け入れてくれました。強いて言うなら、医師同士の連携が難し

やかなケアが「ぽっけ」では可能です。このようなボランティア

かったですね。他院の医師に「もの忘れ外来の相談医になってくださ

活動を含めた「砂川モデル」が、全国に広がってほしいです。

い」と依頼しても、なかなか了解を得られませんでした。患者さんが

これからやってみたいことは、子どもと高齢者がふれあう多世

もの忘れ外来を受診する時は、かかりつけ医の紹介状が必要なのです

代交流の場づくりですね。認知症の方や家族が集まる「認知症

が、書いてくれない医師もいました。そのような時は、私の方から手

カフェ」を常設にして、子どもや地域の方々も気軽に交流できる

紙を書いて協力を依頼し、今では 55 の医療機関に相談医がいます。

ようになればいいなと思っています。

北の

女性たちへの

メッセージ

私のモットーは「何もやらないより、ダメでもともと、ダメモトでやってみよう！」です。
失敗しても、必ず得るものはあります。
「立ち止まるより、歩きながら考えよう」
、そんなふうに
思って、やってみませんか？
取材年月日：2016 年 7 月 27 日
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2016

道央

空知【滝川市】

2
3

し ば

た

柴田

な お

み

直美さん

ピンクリボン・ディスカバ

代表

1968 年生まれ、新十津川町出身。高校卒業後に空知管内で就職し、結婚後に雨竜町を経て滝川市に在住。今は夫、次男（高校生）と暮らす。2007 年に自己触
診で乳がんを発見。手術後の 2008 年に、同じ乳がん患者や友人らと市民団体「ピンクリボン・ディスカバ」を設立。現在、会員は滝川市外の方も増えて約 30 名。

「がんは怖くない、早期発見を」経験を元に検診を啓発
きっかけ

満足度

私が自分の乳がんを早期発見できたのは、乳がん経験者の知人から「自分

活動の中で、空知管内で開催される各種イベントの会場にブースを

で触ったらわかるよ」と教えてもらい、入浴時に毎日触診していたからです。

設置させてもらい、がんの早期発見と治療の啓発を行っていますが、

乳房にコリッとしたしこりがあったのですが、手を離したらわからなくなって、

そこで「検診に行ってきたよ」と声をかけてもらえることが、一番嬉し

翌日も触ってみたけどわからなくて、翌々日に触ってみたらまたしこりがあっ

いです。また、講演の講師をする時には、がんになったからこそわか

て、私すごく健康だったので、これはきっと悪い物だと直感しました。それで、

ることってありますよね、という「キャンサーズギフト（がんからの

乳がんのことを色々調べて「10 年生存率」というのが出ていて、この先の 10 年

贈り物）」の話をさせていただくのですが、そこで「気持ちが軽くなった」

で自分にできることは何かと考えた時、やっぱり人の役に立ちたいと思って、

と言っていただけることも励みになります。普通の主婦だった私がこ

病院に行く前から団体設立の構想を練っていました（笑）。そして、手術の半年

んなふうに活動できるのは、がんになったからです。どんなことにも

後に、私の 1 年前に乳がんの経験をした友人と一緒に、団体を立ち上げました。

感謝して、周囲の皆さんに助けてもらいながら、楽しんでやっています。

苦労

これから

前向きな性格なので、あまり苦労と感じたことはなくて（笑）。手術の傷も勲

砂川市立病院と深川市立病院で、がんサロンのピアサポーター（同じ

章だと思っていますから、手術後すぐに温泉にも行きました。でも、相談者の

ような立場の仲間への支援）をしていますが、そこで感じるのは、がん

方から「傷跡が恥ずかしくて温泉に行けない」という話を聞き、これは何とかし

治療の地域格差です。札幌市周辺だけでなく、どの地域でも的確な治療

たいと思って、傷を隠す入浴着を製作している会社（東京都）の社長に会いに行っ

を受けられ、安心して暮らせるようにしていきたいです。あと、「がん

てサンプルをもらい、空知管内の温泉施設に配置してもらうことができました。

教育」を推進したいです。病気と闘いながら懸命に生きている患者さん

その後、道議会議員の方などの協力もあり、全道の温泉施設に配置してもらい

の姿を、子どもたちにも見てもらいたい。子どもの時からがんの正しい

ました。温泉施設側からは、「外国人観光客がタオルを湯船に入れたり、水着で

知識を学べば、将来検診にも行くでしょうし、自分や家族ががんになっ

入る人がいたりして対応に困る場合がある」という話を聞くこともありますが、

た時に落ち着いて対応できると思います。今、空知管内ではがん教育

傷跡が気になる方はぜひ入浴着を使って、温泉を楽しんでほしいと思います。

を始めている市町村もあるので、これから増やしていきたいですね。

北の

女性たちへの

メッセージ
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がんは、2 人に 1 人は発病すると言われています。自分や家族が発病したとき、正しい知識
があれば怖くありません。病気が終わりではなく、そこから色々なことに気づくことができ、
一歩踏み出す勇気が出て、充実した日々を送れるようになります。早期発見のために、まず検診を！
取材年月日：2016 年 7 月 20 日

2016

道央

空知【南幌町】
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南幌町第 15 区女性防火クラブ
南空知消防組合において、各市町村単位で婦人防火クラブを立ち上げる動きがあり、南幌町においても協議を進め、1992 年 3 月に
「南幌町第 15 区婦人防火クラブ（2002 年に現名称に変更）」を設立。現在の会員は約 150 名。

結成から24 年、地域で助け合って防災を啓発し続ける
きっかけ

満足度

南空知消防組合では、
「自分たちの地域は自分たちで守る」と

毎年、訓練や研修を継続することで、消火器や AED の使い方

いう精神のもと、住民や事業所などによる自主防災組織を確立

を覚えることができました。1 回ではなく、繰り返しやることが

することが重要であるとの考えから、各市町村で婦人防火クラブ

大切です。参加者から「勉強になった」と言っていただけると、やっ

を立ち上げる動きがありました。南幌町においては、婦人防火

て良かったと思います。火災予防 PR 活動で、近隣のりんご農家

ク ラ ブ を 町 全 域 の も の と し た 場 合、 組 織 が 大 き く な り す ぎ、

さんにお願いして、りんごが赤くなる前に「火の用心」のシールを

婦人防火クラブに不可欠な「地域住民相互の連帯感」が薄れるとの

貼って、りんごが熟すと文字が浮き上がる「防火りんご」を作って

判断から、地域的なものにすることとなりました。そこで、古く

もらい、秋に各家庭に配付しているのですが、高齢者のお宅に

から南幌町の中心部として栄え、商店や飲食店が多い、第 15 区

行くと、特に独居の方には大変喜ばれます。安否確認にもなって

町内会に設立する運びとなりました。

おり、地域のお役に立てていると感じています。

苦労

これから

役員を中心に活動しており、避難訓練、消火訓練、AED 実習、

結成当初は 215 名いた会員が、現在は約 150 名となりました。

他市町村での施設研修、火災予防 PR 活動などを行っていますが、

高齢化も進んでいるので、会員にはなるべく負担をかけないよう

役員のなり手がなかなか見つからないのが悩みですね。介護を

に、できる範囲での活動を続けていきたいです。1992 年 3 月の

されていたり、共働きの家庭には負担をかけるので、各家庭の

結成以来、第 15 区からの火災は 1 件もありません。役員としては、

事情を考えながら役員をお願いしています。火災予防 PR 活動では、

「第 15 区から火災は絶対に出せない」という意識を高く持って

昔は赤飯の炊き出しをしていましたが、赤飯の準備に 2 日間も

います。近年、日本中で自然災害が多発する中で、防災の意識は

かかって大変なので、現在はやっていません。盆踊りも、やはり

高まっていると思います。南空知消防組合南幌支署の方々には、

準備が大変で、続けられなくてやめました。無理をしない活動

日頃から大変お世話になっており、今後も署員の方々と連携し

内容にしています。

ながら、活動を続けていきたいですね。

北の

女性たちへの

メッセージ

私たちが 24 年間も活動を続けてこられたのは、無理をしないで、みんなでできる範囲のこと
を助け合ってやってきたからです。あまりがんばりすぎず、周りの助けを借りながら、無理
なくやっていきませんか。
取材年月日：2016 年 8 月 4 日
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ふ じ わ ら

藤原

さ と

こ

聡子さん

ママとベビーのコミュニティサロン メルシー

主宰

1978 年、大阪府出身。園田学園女子短大（兵庫県）を卒業後、大阪府内での保育士や海外での保育園実習等を経て、結婚後に兵庫県へ。次男出産
後にベビーマッサージ講師となり、サークル講師等として活動。三男出産後に夫の転勤で奈井江町に移住し、2014 年 11 月に「メルシー」を開設。

藤 原 さ ん と 三 男 のＴく ん

ベビーマッサージでママと赤ちゃんと家族みんなを笑顔に
きっかけ

満足度

初めてベビーマッサージを体験したのは、長男を出産した産院で、すごく

ママたちが、ベビーマッサージやサロンでおしゃべりすること

楽しくて赤ちゃんも私も笑顔になりました。長男と次男を出産した時、夫は

で笑顔になって、少しでも育児を楽しいと感じてもらいたいと

海外勤務で、私は実家から離れた兵庫県で一人で育児をしていたのですが、

いう思いでやっています。ママのためにと思っていましたが、

その時に色々助けてくれたのがママ友でした。その後、私も子育て期の横の

「夫婦の仲が良くなりました」というお話をお聞きした時は、ママ

繋がりを支援したいと思っていた時、ベビーマッサージが資格制だと知り、

だけでなくご家族全体が笑顔になっていただけたことを知り、

すぐに講師資格を取得し、活動を開始しました。2014 年 8 月に奈井江町に

とても嬉しかったですね。サロンに来てくださる方は、本当に

移住し、少し落ち着いてからサロンを開設しようと思っていたのですが、ブロ

良い方たちばかりで、初めて来た方にも優しくしてくださり、

グを見てくれた近隣市町村の方から「冬は赤ちゃんとお出かけできる所が少ない

すぐに打ち解けてみんな仲良くなっています。地域のママたちに

ので、早く始めてほしい」とメッセージを受け、2014 年 11 月に開設しました。

とって、良い交流の場になっています。

苦労

これから

奈井江町でサロンを開講する時に、一番悩んだのは価格設定

2016 年 7 月から、主に札幌市内でのセミナープロデュースの

です。果たしてベビーマッサージにお金を出して来ていただける

活動を開始しました。ママたちの悩みごとや関心のあることを取り

のか、価格を下げることも考えました。本州の先輩方に相談した

上げて、セミナーや勉強会を開催して、悩みや疑問を解決していき

ところ、「良いものにはきちんとお金を払ってもらうべきなので、

たいと考えています。北海道に移住して感じることは、北海道には

価格は下げないこと」とアドバイスを受けて、価格は変更しま

素晴らしいものがたくさんあるのに、活かしきれていない！という

せんでした。ママたちが来てくれるか不安でしたが、今はたく

ことです。セミナーを通じて、「北海道ブランドを活かしてもっと

さんの方に来ていただいているので、良かったと思っています。

こうしたら良い」という提案もしていきたいし、本州の情報を北海道
でも提供できるようなパイプづくりをしていきたいですね。

北の

女性たちへの

メッセージ
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北海道には、皆さんが気付いていない魅力がたくさん詰まっています。道外から来た私としては、
まだまだおとなしい方が多いように感じます。積極的に交流して、一緒に北海道を盛り上げて
いきましょう！
取材年月日：2016 年 8 月 4 日

2016

道央
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石狩【新篠津村】
お お つ か

大塚

さ

な え

早苗さん

有限会社大塚ファーム

取締役副社長、北海道指導農業士

1970 年生まれ、札幌市出身。高卒後、自動車販売店のショールームアシスタント等を経て、2001 年に農家の夫と結婚し新篠津村に移住。
有機栽培で 22 品目の野菜等を栽培し、加工品やインターネット販売、営業を担当している。

100 年続く農業の歴史を絶やさず次世代へ
きっかけ

満足度

結婚してすぐに３人の子どもが生まれ、私は子育てに専念して

うちは生産者の顔や取り組みの見える農業をしているので、お

いたのですが、その頃私が気になっていたのは、規格外野菜の廃

客様から「おいしかった」と直接喜びの声をいただくと、大変嬉

棄が大変多いことと、夏場の農作業の季節雇用者が継続せず２〜

しく励みになります。大塚家は約 100 年前から続く農家で、夫

３年で辞めてしまうことです。夫は農作業や役員業務が忙しく、

で４代目。都市部で育った私が、先祖代々の土地で同じ農業を営

全然家に帰ってこない！そこで、規格外野菜を使ってプリンを製

むという大きな歴史の流れの一員になれたことに、喜びを感じて

造しましたが、賞味期限が短くすぐに廃棄になってしまいます。

います。そして、加工品を始めたことで、社員を通年で雇用し生

これを軌道に乗せようと、販売の経験がある私が夫に代わって商

活を支えられること、移住者を増やして村の人口減少対策になっ

談会等に売り込みに行き、この頃から私が加工品や営業を担当す

ていること等、社会貢献できていることも嬉しいです。私の活動

るようになりました。

を理解してくれる夫の両親にも本当に感謝しています。

苦労

これから

加工品を確立させるために、数年間かかりました。現在人気商

加工品の種類とハウスを増やして、これからの 10 年で売り上

品の「有機ほしいも」ですが、最初は自宅用に作付けしたさつま

げを２倍にしたいです！そして、生産、加工、販売をそれぞれ独

いもで子どものおやつに作っていたものを商品化したので、大量

立させて、将来は 3 人の息子たちに経営を引き継ぎたいです。農

生産すると固すぎたり甘みがなかったりして、味が安定するまで

業のセンスって、農家の子どもが一番持っていると思うんです。

苦労しました。干し方が足りなくて芋が傷んでしまい、20 箱く

それを絶やさないために、私たちが持っている土地、施設、ノウ

らい捨てたこともあります。人気商品になってからは、電話での

ハウを息子たちに継承したいです。子どもたちに経営を引き継い

問い合わせに対応しきれず 2014 年からインターネット販売を実

だ後は、営業の商談会や新しい取り組みをしている農家、企業等

施していますが、子育ての合間で深夜にパソコン作業をするなど、

を巡って、自由に旅行したいですね（笑）
。

時間のやりくりが大変でした。

北の

女性たちへの

メッセージ

農業は、すごく多様性のある仕事です。農作業をやる人、加工品を作る人、直売をやる人、会社
での仕事を続けている人など、今のあなたのままで大丈夫、誰にでもできます。ネガティブな
イメージもありますが、興味があればぜひ農業体験に来てください！
取材年月日：2016 年 10 月 27 日
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石狩【江別市】
な が

の

ま

永野間

かおりさん

産後セルフケアインストラクター

1978年生まれ、岩手県出身。釧路教育大卒業後、地元に戻り幼稚園教諭に従事し、結婚を機に遠軽町へ。長男出産後マドレボニータを知り、
網走市移住後に養成コースを受講。道東を中心に産後ケア事業を開始し、2016年に江別市移住後は札幌市内でも事業を展開。男児3人の母。

ママが主役の産後ケアで体力回復、気持ちも明るく！
きっかけ

満足度

遠軽町で長男を出産後、産後の体調不良と夫婦のコミュニケー
ションに悩み、なんとかしたいと情報を求めて偶然見つけたのが、

けるケア」
の次の段階の、
「自ら取り組むケア」
。参加者が、「運動

マドレボニータの産後ケアでした。その後、産後ケアを受講する

して体がほぐれて楽になり、気持ちも軽くなった」
「自分を主語

ために講師を招き、網走市で体験講座を企画しました。バランス

にした本音の対話で仲間もできた！」と言ってくださることが一

ボールを使った有酸素運動と、
「私は」を主語に大人の話をするワー

番の励みです。また、
卒業生の口コミによって、
産後ケアがリレー

クで、心身ともにスッキリしたのを覚えています。また、運動と

のように次の母へとつながっています。当事者の産後女性たちの

大人の会話で〇〇ちゃんママと呼んでいた母仲間たちの素の表情

支持と、人との出会い・つながりに支えられて働くことに、やり

と魅力を知り、「今度は自分が産後ケアを広めよう」と、オンライ

がいを感じています。道央に移住したことで、道東に加え、来年

ンと東京都での養成コースに通い、産後ケア事業を開始しました。

度は道央の自治体でも産後ケア講座の講師を担当する予定です。

苦労

これから

網走市で産後ケア活動を始めた時、参加者募集に苦戦しました。育休中や

企業・法人に向けて、育休中の社員への復職支援の一つとして

専業主婦の産後女性が、自分のためにお金を使うことをためらうことや、「受

の産後ケアを提案していきたいです。仕事と育児の両立を諦めて

講料をもっと安くしては？」という声もありました。その度に、「私は産後ケ

の離職予防に、育休中に適切な産後ケアで準備・復職する。そう

アを『ママのリフレッシュ』ではなく、『出産したすべての女性に必要なもの』

すれば、「母になった女性」がより自分らしく、社会で自分の力を

と認知・普及させていきたい」
「自治体の母子保健・子育て支援に提案し、誰

発揮することができるのではないかと考えています。また引き続

もが産後ケアに取り組める『新しい仕組み』をつくろう」と目標を持って続け

き、自治体や産院にも産後ケアを提案していきます。自分一人で

ました。産後ケア卒業生がご自身の住む町に産後ケアをリクエストしてくだ

できることは限られていますが、様々な分野の方々とつながりタッ

さり、自治体職員の方のご理解もあって、オホーツク管内の様々な自治体の

グを組めば、心身ともに不安定な「子育ての導入期」をもっとサポー

母子保健・子育て支援・社会教育事業講座の講師を務めるようになりました。

トできる。そう期待して、これからも産後ケア普及に取り組みます。

北の

女性たちへの

メッセージ
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私が提案する産後ケアは、産後 1 か月後までの養生中心の「受

「夫が」
「子どもが」と誰かのせいにしながら「妻・母の役割」を生きるのではなく、「私は」を主語に
考え、話し、選択し、行動するおもしろい母が増えれば、北海道の子育てはもっとゆたかなものに
なります。その母の姿勢が、子どもにとって一番の生き方のお手本になる！そう私は信じています。
取材年月日：2016 年 11 月 10 日

2016
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ひ

や ま

檜山

ゆ

み

由美さん

書家、農家

1966 年生まれ、札幌市出身。高校卒業後、札幌市内で事務職として働き、米農家の夫との結婚を機に 2004 年から当別町在住。子育てをしな
がらインテリア装書等を学び、2015 年 10 月から書家「由芽」として活動開始。2 合サイズの米袋にメッセージを書いたものが贈答用として人気。

カラフルなオリジナルの書で、人の思いを応援したい
きっかけ

満足度

小学校 3 年生から高校 2 年生まで、習い事として書道をやっていました。

書家の活動の一つとして、お客様のご要望に応じて米袋にメッ

当時は、書家になりたいと思うほどの情熱はなかったものの、書は好きで

セージを書いているのですが、私が書いたものを喜んでいただけ

したから、就職後も会社で機会があれば筆をとり、何らかの形で書に関

ることが嬉しいですね。今までのお客様は、直接お会いしてお話

わっていました。結婚後、札幌でインテリア装書の教室に行き、そこで「書

を伺い、
「勇気を持ってほしい、幸せになってほしい」という思い

は自由でいいんだ」と感じました。色も好きだったので、パーソナルカラー

を込めて書いており、その思いが伝わっていると感じています。

診断の講習も受けて、色の勉強もしました。その後、何かやりたい、と自

これからも「人の思いを応援したい」という思いを込めて書いて

分の中でくすぶっていた時に、起業女性の支援団体「North-Woman（ノー

いきたいです。
書家としては活動を始めたばかりなのですが、色々

スウーマン）」の講座を受けて思いが爆発し、「書と色を合わせて、とにか

な方から声をかけていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。

くやってみよう！」と思い、書家として活動を開始しました。

始めて良かったと、心から思います。

苦労

これから

夫は米農家ですが、私も昨年から農業を手伝っていて、農家と

書家としては、まだまだこれからなので、書の表現をもっと

書家のどちらもやりたいと思っています。農業は基本的に家族

勉強していきたいですね。オリジナルの表現方法を、もっと深め

経営で、うちは人を雇うほどの利益はないので、経済面が一番

ていきたいと思っています。あとは、当別町をもっと盛り上げて

大変ですね。私の書も、まだ高額で売れるものではないので
（笑）
。

いきたいです。当別町には、素敵な女性がたくさんいて、もっと

でも、夫は書家としての活動をすごく応援してくれていますし、

色々なことができると思っています。彼女たちと一緒に、当別

私も夫の自然栽培にかける思いを尊敬しているので、二人で経済

町をもっとメジャーに、世界にアピールしたいです！私の書も、

面を工夫してやりくりしながら、農家と書家を両立していきたい

海外の方向けに日本の文化として発信することができればいい

ですね。

な、と思っています。

北の
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やりたいと思ったら、いつでも始められます。やりたいことがあったら、やってみましょう！
行動しましょう！一歩踏み出しちゃいましょう！やってみると、世界がすごく広がります。
自分が楽しいことが一番です！
取材年月日：2016 年 8 月 3 日

8
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石狩【恵庭市】
み

か み

三神

り

え

利恵さん

ファミリーホーム運営

1972 年生まれ、帯広市出身。同市内で大学を卒業後、帯広市内で就職。友人たちの育児の大変さを見て「子どもに深く関わることが
したい」
と思い、
実家がある恵庭市内で2008年から里親となる。現在は、
ファミリーホームの養育里親として５人の子どもを育てている。

子どもの成長を優しく見守り包み込む
「お母ちゃん」
きっかけ

満足度

札幌市内で働いていた時、「子どもに深く関わる社会貢献的な

子どもたちが元気に成長してくれることが一番の喜びです。この

ことがしたい」と思い、実家がある恵庭市に移住し 2008 年に里親

気持ちは、一般家庭の母親と変わりないと思いますね。５人の子

登録をしました。ここで、母親一人で仕事と育児を両立すること

育ては、毎日バタバタして忙しいですが、「お母ちゃん大好き、

の大変さを痛感し、シングルマザーをサポートしたいと考え、

甘えっこしたいの」と言って抱っこをせがまれると、子どもたち

2013 年に会社を設立しシングルマザー専用のシェアハウスを

一人一人に向き合う時間をもっと作ってあげたいなと思います。

開設しました。しかし、そこに来る母親たちも幼少期に複雑な家庭

みんなで旅行に行って帰ってきた時に、子どもたちが「やっぱり

環境で育っていることを知り、「まずは子どもをしっかり育てて

家が一番落ち着く」
「家のご飯が一番おいしいね」と言ってくれると、

いきたい」と思い、2014 年からはファミリーホームとして小学校

「自分の家」
と思ってくれていると感じて嬉しいです。

３年生から１歳までの５人の子どもを育てています。

苦労

これから

子どもには何の罪もないのに、子どもたちは「親が育てられない」
という状況を受け止めようと懸命にがんばっています。うちの子

の子どもたちには里親にも当てはまる内容が描かれている「ふたりの

どもたちは、実親との関わりもあり、気持ちが不安定になったり

おかあさんからあなたへのおくりもの」という絵本を読んで、「里親は

不満や疑問が出てくることもあるので、そこはしっかり受け止め

特別なことではなく、色々な家族の形があるんだよ」と伝えてい

てあげたいと思っています。ファミリーホームの定義は、
「施設

ます。里親を社会の中になじませていきたい、そして里親をもっ

ではなく家庭の中で育てる」というものですが、補助者など家族

と増やしていくために大人に向けても発信していきたいですね。

以外の職員が出入りすることで「家庭」ではなくなってしまう恐れ

今、不妊治療の末に里親を選ぶ方も多く、若い里親が増えています。

があるので、
「普通の家庭環境」を作っていくように工夫しています。

里親を、もっと柔軟に受け入れてくれる環境を作っていきたいです。

北の
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小学校で絵本の読み聞かせボランティアをやっており、高学年

何かやりたいことがあったら、反対があってもやってみてください。反対以上に応援や励まし
があります。周囲の意見も大事ですが、
自分の信じた道を進むことも大事です。もし諦めてしまっ
たら、革新的なアイディアにふたをしてしまうかもしれませんよ。
取材年月日：2016 年 8 月 29 日

2016

道央

石狩【札幌市】

第一交通産業グループ北海道ブロック
グループ総合本社は福岡県北九州市にあり、2000 年に北海道地区へ進出。ママサポートタクシー、子どもサポートタクシーなど女性のニーズに
対応した事業を行うとともに、女性乗務員の新規就労・定着に積極的に取り組み、2016 年国土交通省の「女性ドライバー応援企業」に認定。

利用者にも乗務員にも、ニーズに合わせて女性を応援
きっかけ

満足度

多様なニーズに対応していく中で、妊娠・子育て中のお母さん

「ママサポートタクシー」
では、医療機関との連携や研修をしっ

を応援する「ママサポートタクシー」を実施しています。タクシー

かりしていたことで適切な対応が出来たことに満足感があります

を利用した産院送迎には、利用者の「タクシーを汚して迷惑をか

し、お客様から「無事出産し、退院できました」との報告をいた

けるのでは」という遠慮等があるようですが、事前に登録いただ

だいたり、お礼の手紙や電話をたくさんいただけるようになりま

くことで、陣痛時にはバスタオルや防水シートをご用意する等の

した。また、自分の子どもが生まれるとき出産にあまり関わって

対応をしており、2016 年 12 月までの登録は約 4,700 件、利用

こなかったベテラン乗務員も、出産の現場に立ち会いお客様と一

は約 2 万回以上となっています。こういった取組もあり、お客様

緒に喜びを感じているようです。陣痛中の妊婦さんを産院にお連

からは女性乗務員へのニーズも高く、女性が働きやすい職場を目

れした時、病室に移動させる時間がないという医師の判断により

指しています。

タクシー内で出産したという事例もあります。

苦労

これから

安心して「ママサポートタクシー」をご利用していただくため、

女性乗務員の接客は、お客様からお礼のお手紙をいただく割合

助産師による介助研修を実施し、登録をいただいたら間違いなく

が高いですし、2016 年からは、3 歳以上のお子様を対象に塾や

送迎するよう事前に家の位置や団地の入口を確認するなど、責任

学校の送迎等にご利用いただく「子どもサポートタクシー」の取

を持って対応します。研修では、妊婦体験等に照れがある職員も

組も実施しており、女性乗務員のニーズは高くなっています。当

いましたが、必要なこととみんな真剣に受講しています。ただ、

社では、女性が活躍できる職場を目指し、固定給制、子育てに対

女性乗務員を指名されることも多く、現在 2 割程度しか女性乗務

応した勤務体系等を実施しています。これからも、女性乗務員が

員がいないので、もっと増やしていかなければならないと思って

働きやすい職場環境になるよう配慮していきたいと考えていま

います。業界のイメージからか、求人を出しても女性になかなか

す。お客様目線のきめ細やかな接客で、より多くの方にご満足い

見てもらえないところがあります。

ただけるよう努めてまいります。

北の
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当社では、男女問わずタクシー乗務員として活躍していただける職場を作っております。きめ
細やかなサービスができる女性乗務員の方が、お客様に好まれる状況もあります。運転、接客
にチャレンジしたい女性の方々を応援しサポートしますので、ぜひ一緒に働きましょう！
取材年月日：2017 年 2 月 21 日

10

2016

道央

石狩【札幌市】

ＨＴＢ 北海道テレビ放送株式会社
1968 年に本放送開始。2009 年から仕事と家庭を両立できる働きやすい職場づくりに取り組み、2012 年に「くるみん」マークを取得。
2016 年に「女性の活躍応援自主宣言」
「イクボス宣言」を実施、同年「北海道両立支援推進企業表彰」
を受彰。

2017 年 3 月までにすべての管理職がイクボス宣言をしました

「OTAGAISAMA」精神で自分らしく働き、地域を応援！
きっかけ

満足度

HTB は、夢見る力を応援する広場です。視聴者の半分以上は女性

取り組みを始めたばかりで、満足とは言えません。2016 年は専門

であり、女性の共感を得られなければ番組は成り立ちません。作る

部署を新設し、北海道の「女性の活躍応援自主宣言」や、NPO 法人

側にもこれまで以上に女性や生活者の視点を生かそうと、2015 年

ファザーリング・ジャパンの「イクボス宣言」を全国のテレビ局と

から女性の活躍推進を本格化させました。社内の意識改革、制度

して初めて行うなど、意識改革に力を入れてきました。2017 年は、

改革に積極的に取り組み「女性のチカラが生きる HTB」を目指すと

制度をより充実させていきます。若い世代では、男性でも制度を

トップが自ら強力にメッセージを発信し続けています。2016 年 4 月に

活用し家事や育児への参加を希望する社員がいます。上司と一緒に

「ワークライフバランス・ダイバーシティ推進部」を新設。長時間労

育児休業の申請に来た男性社員が「自分に続く後輩が育児休業を取得

働改善をはじめ、多様な価値観を受容する環境を整えることで新たな

しやすくなれば」と話すなど、部署として男性の育休を支援する

創造を生む、ダイバーシティ経営を進めています。

雰囲気が少しずつ出てきていることを嬉しく思っています。

苦労

これから

女性社員数が少なく、全体の２割程度です。20 〜 30 代では

この取り組みをいかに「自分ゴト」にするかが今後の課題です。

積極的に女性を採用し３割程度ですが、40 代以上が圧倒的に少ない

支援し、支援されるチカラ「OTAGAISAMA」
（お互い様）精神を

です。かつては、ライフイベントにより退職する女性も少なくな

鍛え、どんなライフイベントを迎えても自分らしい選択ができる

かったのですが、現在は制度整備が進み、仕事と家庭の両立は制度

企業風土をつくっていきます。また、次世代を担う子どもたちに

上可能です。課題は多様な生き方を応援し、制度を活用しやすい

「テレビは面白い」
と思ってもらいたい。それには、私たち大人が

職場の雰囲気づくりと働き方改革です。働き方改革に戸惑いを見せる

テレビ局で活き活きと働く姿を見せることが重要です。地域メ

社員・管理職もいますが、制度導入の理念を根気よく伝え、「女性の

ディアで働く私たちが、メディア人、家庭人、地域人として役割を

チカラが生きる HTB」とともに社内外で発信し続けていきます。

果たすことで、生活者に寄り添う情報を発信し、地域から必要と
される企業であり続けたいと考えます。

北の
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あなたが壁にぶつかった時、その壁が強く堅い時、あなたのしなやかさが、きっと、チカラに
なります。私たち HTB も地域の一員として、支援し、支援される「OTAGAISAMA」のココロを
鍛え、多様な価値観が活きる地域社会とそこで暮らすあなたを応援していきます！
取材年月日：2017 年 1 月 31 日

2016

道央
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後志【喜茂別町】
い ま ぜ き

今関

ま い

こ

舞子さん

喜茂別旧双葉小学校史料館 雪月花廊

代表

1975 年生まれ、札幌市出身。静修女子短大（現・国際短大）幼児教育学科卒業後、札幌市内で幼稚園教諭として勤務。近所でインテリア
ショップ等を経営していた夫（愛称：ととさん）と 2003 年に結婚、2004 年に喜茂別町に移住。夫、子ども３人と「雪月花廊」
に住む。

今関さんと夫のととさん

「いってらっしゃい」
「おかえりなさい」で家族のような時間を
きっかけ

満足度

結婚する少し前に、ととさんが喜茂別町で廃校になった旧双葉

雪月花廊には、アンティーク品の展示のほか、カフェやビリヤード

小学校を借りて、アンティーク品を展示する史料館「雪月花廊」

台、露天風呂、キャンプ場等があり、いつもお客様でにぎわってい

を作り始めました。誰もが通ったことのある小学校、ここに詰まって

ます。お客様をお見送りする時は「いってらっしゃい」、お迎えする

いる思い出を廃校によって壊したくないという思い。そこに賛同

時は「おかえりなさい」という言葉を大切にしています。ここでの

して、「私も一緒にやっていきたい、こんなことを応援できるの

時間を一緒に過ごすと、不思議と家族のような関係ができあがって

は私しかいない！」と思って結婚しました。
「人生は思い出が宝物」

しまうのです。人と人とのご縁がどんどん繋がって、大家族のよう

というスローガンのもと、生後 6 か月の長男と一緒に家族 3 人で

に楽しい時間を過ごせることがとても嬉しいです。かつては子ども

喜茂別町に移住しました。先のことは深く考えず、家族の新しい

たちの声が消えかかったこの校舎に、たくさんの人が集い笑い声が

生活を夢見ていましたね（笑）。

響くと、本当に良かったなあと幸せな気持ちになります。

苦労

これから

元々小学校だった所に住み始めましたが、生活できる場所と

疲れた時や何かにつまずいた時、ここに帰ってくるとなぜか

お客様を迎える環境を整えるのが大変でした。古い建物なので、

元気になってまたがんばれる。そんなふうに言ってくださるたく

あちこち老朽化していましたが、直してもらうお金もないし…。

さんの方々が「ただいま〜！」と帰ってきてくれる。それが雪月

設計や配管など建設作業に関しては素人ですが、手探りで作業して

花廊を続けていく大きな力になっています。古い校舎を維持して

いました。でも、不思議なことに困っていても必ずプロの方が

いくのはなかなか大変ではありますが、一人でも多くの「ただいま」

助けてくださるのです！お風呂の配管は、以前左官だったという

が聞けるように、少しでも長く続けていけたらと思っています。

方が整えてくださり、雨漏りしていた屋根は、ペンキ屋さんが材料を

体育館や校庭など広い空間があるので、使い方によって限りなく

くださって直し方まで教えていただいて、皆さんの力で雪月花廊

可能性が広がります。おもしろいアイディアを持った方々にもっと

を作っていただいています。

活用してもらいたいですね。

北の
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先のことばかり考えて心配すると何もできなくなるので、やりたいと思った時に動くこと。一人
では難しくても、ぜひパートナーを見つけてやってみましょう。一生懸命やっていると、必ず
助けてくれる人が現れます。失敗を恐れず、笑顔で、色々なことにチャレンジしてみてください。
取材年月日：2016 年 11 月 22 日
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後志【黒松内町】
に し む ら

西村

せ い

こ

聖子さん

株式会社アンジュ・ド・フロマージュ

代表取締役

1954 年生まれ、札幌市出身。38 歳の時にお菓子教室で学び、2001 年に札幌市内でサロン・ド・テ※「パティスリー・アンジュ」をオープン。
紹介で出会った製造技術者と一緒に理想のチーズを求め、黒松内町に拠点を移し 2011 年に「アンジュ・ド・フロマージュ」を設立。

黒松内の大自然の中で、チーズを囲んだ癒しの時間を
きっかけ

満足度

夫と娘を亡くした経験から、札幌市のサロン・ド・テは、人が多く集う場所

黒松内町はとっても良いところで、自然が本当に素晴らしいん

にしたくて、食事会もやっていました。チーズは、夫も娘も私も大好きだった

です。ここを選んで本当に良かったと思っています。おかげさまで

ので、自分で作ってみたいとずっと思っていて、大学や乳業会社でチーズ作り

チーズは好評で、近隣市町村に滞在している外国人からの受けも良

をしていた製造技術者2人から作り方を習って、食事会でお出しするようにな

く、品薄状態が続いています。今は、チーズ作りは製造技術者に任

りました。そのうち若い技術者が「もっと本格的にチーズを作りたい」と言い

せています。私の担当は、チーズ工房に併設したレストランホール

だして、 熱意がものすごく強くて（笑）。私ともう1人の技術者も「やってみ

でのお料理とお菓子製造、イベント開催です。札幌市のお店で交流

ようか」ということになり、黒松内町の地域再生拠点交流観光実験研究施設の

のあった様々な方をお招きして、コンサートや講演会等を開催して

指定管理者に応募して採用されたので、札幌市のお店を閉店して黒松内町に

います。町外の方に来ていただいて、黒松内町の自然に触れて皆さ

拠点を移しました。今は、実家のある札幌市との二地域居住をしています。

んが癒されているのを見ると、嬉しい気持ちになります。

苦労

これから

黒松内町での最初のチーズ作りが大変でした。2011 年 7 月の

このお店を、ヨーロッパのマナー・ハウスのような、都会の

グランドオープンに向けて、半年前に移住した若い技術者が試作

方々が大自然の中で数日間ゆっくり過ごして癒される場所にしたい

を重ねていたのですが、使う水や牛乳など、色々な環境が変化す

ので、今後は宿泊施設も作りたいと思っています。あと、本州の

ることによって、できるチーズの味も違うんです。「これ！」と

お客様から羊肉の要望があったので、牧場で羊を増やしたいですね。

いう味になるまで試行錯誤を重ねて、なんとかオープンに間に

私は、ホームスパン（羊毛の糸で織った織物）をやりたいと思っ

合わせることができました。黒松内町の地元の方々は、最初は

ています。フェルト加工もやってみたくて、教室などを開いて

「よそから来て何かやっている」と遠くから見ている感じでしたが、

町内の方も来てくれたらいいなと思っています。今まで、本当に

今では「アンジュの応援団」と言ってくれる方々もいて、少し

良い人たちに巡り合ってきました。これからも、人との出会いを

ずつ受け入れられているのかなと感じています。

大切にしていきたいですね。

北の
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※「サロン・ド・テ」…フランス語で「喫茶店」

私は普通の主婦で、札幌市でも黒松内町でも、お店を始めるときは周囲から大反対を受けました。
でも、スタートが遅くても大丈夫！思うような結果がすぐには出ないかもしれないけど、選んだ
先に道は必ず続いているから。いつでもスタートしてくださいね。
取材年月日：2016 年 8 月 16 日
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後志【古平町】
ほ ん

ま

本間

り

か

こ

利和子さん

一般社団法人ふるびら和み

代表理事

1967 年生まれ、古平町出身。高校卒業後、事務職を経て介護職に転職。「看取りまで寄り添いたい」との思いから 2011 年に「ふるびら和み」を
設立。愛と感謝のなかで最期を迎えられるよう支援する民間資格「看取り士」を 2014 年に取得し、道内でも先駆的に実践。

そよ風のように寄り添い、命と向き合う
「看取り」をサポート
きっかけ

満足度

古平町内の事業所でケアマネジャーをしていた時、「最期まで尊厳

家で看取ることを決めたご家族をサポートさせていただく

ある人生を送るには」ということを考え、「どこでどう死にたいか選

と、皆さん看取りに向けて意識が高まり一つになっていく中で、

べること」と自分のやりたいことに出会えました。ちょうどその頃、

ご本人とご家族を支えていける喜びを感じます。そして、命を

島根県で看取りをやっている柴田久美子さんを知り、余市町での

引き受ける瞬間に私も立ち会わせていただくことがあり、看取

講演会に参加しました。そこで柴田さんが本にサインをしてくださっ

りの瞬間に関わらせていただくと、
「ご本人の想いを叶えられて

たのですが、「凜と生きる」と書いてあったのです。その言葉に背中を

良かった」と達成感と幸福感が得られます。利用者さんとの

押されて、独立を決心し社長に話したところ、「本間さんを応援する

関わりでは、看取る直前で言葉がなくても、手を握るだけで心が

から、この事業所を継いで頑張って」と言ってくださり、資材や利用者

伝わる瞬間があります。命と向き合い、命の尊さに関わる仕事を

さんを引き継ぐ形で 2011 年に「ふるびら和み」を立ち上げました。

させていただいていることに心から感謝しています。

苦労

これから

家で看取るには医師の往診が必要ですが、引き受けてくれる医師

昔は家で亡くなるのが自然でしたが、今は死が怖いものに

がなかなか見つかりませんでした。あちこち探して、ようやく近隣

なっています。看取り士として、看取る心構えや準備を支援し、

市町村で見つけることができました。あとは、看取りを希望してい

不安を和らげてそよ風のように寄り添い、家での看取りを希望

る方でも、「家族に迷惑をかけるから」と諦めたり、ご家族も「引き

される方の願いを叶えていきたいです。また、在宅介護や看取りを

受けられない」と、なかなか看取りに踏み切ることができない方々

支える基盤を、地域でしっかりと作っていきたいです。死は怖く

に対して、意識を変えていただくにはどうしたらよいか悩みます。

ないと思えると、安心して今を生きていけます。また、ご家族で

看取りは、送る側にとってもとても大切なもので、満足して送って

なくても、地域の方に見守られて亡くなることが幸せという方も

あげられたという体験が、生きる力になります。ご本人の希望を

います。地域の方とのつながりを作りながら、地域で看取る、

叶えられるよう、ご家族には看取る大切さを伝えていきたいです。

優しいまちづくりをしていきたいです。

北の

女性たちへの

メッセージ

やってみてダメでも笑えますが、
「やっておけば良かった」という後悔はしたくないですよね。
せっかくの人生、
「チャレンジしてこそ命輝く」と思います。好きなことをすると魂が喜びます。
一歩踏み出せば必ず応援してもらえます。迷ったときは「愛」
を選んで
取材年月日：2016 年 8 月 9 日
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後志【小樽市】
みなみ

だ

南田

き み

こ

公子さん

農学博士、アテリオ・バイオ株式会社

取締役・主任研究員

1962年生まれ、札幌市出身。1985年3月、北海道大学農学部農芸化学科応用菌学教室卒業。食品会社勤務、講師を経て、38歳で研究の道へ進み43歳で学位取得。アテリオ・バイオ㈱設
立に参画。「ライラック乳酸菌シリーズ」を開発。うち5製品は北海道食品機能性表示制度（ヘルシーDO）に認定され、ドクターリラ子として、ブログ、クックパッド、YouTubeなどで活動中。

「腸内細菌の語り部」を目指して、夢は全国全世界行脚です！
きっかけ

満足度

子供のころからおなかが弱く、常に下痢やおならの悩みがあり

体にすっとなじむ、今までにはない体感性のいい乳酸菌製品を

ました。大人になってからの検査で乳製品アレルギーとわかり、

開発して、無我夢中で製造・販売までしてしまいました。自分

乳製品をやめたとたんに下痢は治りましたが、今度は便秘にな

たちのおなかの調子もよくなり、知人・友人から、
「調子よくなっ

り、困っていました。ちょうどその時に行っていたオカラの研究

たよ！」と言われ、さらにお客様から直接電話やメールなどで

で、ライラックの花からみつけた乳酸菌を自分で培養して食べた

具体的に調子がよくなったお話を伺うと、やはり非常に嬉し

ところ、今まで飲んだどの薬よりもおなかの調子がよくなり、

く、研究だけでは得られない満足感があります。最近は、
「腸内

周囲に配っても好評だったので、一緒にオカラの研究をしていた

細菌の語り部」として腸内細菌についての講演活動も始めました

社長と、乳酸菌を製造・販売する会社を設立しました。

が、みなさんが楽しんで聴いてくださるのも非常に嬉しく、全国
全世界行脚の旅に行こうともくろんでいます（笑）
。

苦労

これから

ライラックの花からみつけた乳酸菌は有胞子性乳酸菌という
種類で、胞子（芽胞）を作らせるのが難しい上に、乳製品アレルギー

の認証も受けましたが、まだまだ選べる乳酸菌シリーズ「ライ

の自分でも食べられるように植物性（大豆）にこだわったために、

ラック乳酸菌」の認知度は低いので、宣伝も兼ねて、腸内細菌の

乳酸菌の培養の検討に時間がかかりました。検討後は、乳酸菌の

研究者だから知っていることを、ブログやフェイスブックなど

培養などの製造を外注しようとしましたが、強い乳酸菌だったた

の SNS を利用して発信しています。今では、北海道だけではな

めに、日本中の培養会社から断られました。結局は培養タンクを

く、
沖縄やドイツからもメッセージをいただいています。今後も、

探して、自分達で製造を始めました。販売も外注せずに、ネット

腸内細菌と共に生きるための食事や研究者だから知っている情報

ショップをつくるなど、何から何まで自分達で一から立ち上げた

等の発信や、楽しくわかりやすい講演など、お役に立てる活動を

ことです。

行いたいと考えています。
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臨床試験を行い、北海道食品機能性表示制度 ( ヘルシー DO）

私の場合、その時に与えられたことを「自分にはできない」と諦めずに、一生懸命していたら、
道が拓けました。やりたいと思ったことはやれるようです。まずは、「初めの一歩」を踏み出し
てみませんか？「ミッション ポッシブル」
ですよ〜♪
取材年月日：2016 年 8 月 8 日

2016
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後志【京極町】
よ し か わ

吉川

ゆ

き

こ

由紀子さん

農業、パン工房よしかわ

店主

1967 年生まれ、札幌市出身。短大在学中に製粉会社が主催するパンコンテストで全国大会優秀賞（最年少）を受賞。病院の管理栄養士
として就業。1993 年、畑作農業を営む夫と結婚し京極町へ。得意のパン作りの腕を生かして 2005 年「パン工房よしかわ」
をオープン。

パンを通じて人とつながり地域のコミュニティをつくる
きっかけ

満足度

パンづくり歴は年期が入っていますよ。何しろ、高校生の頃から

今はパン教室が中心で、管内全域から参加者がいます。パン教室

ですから。製粉会社主催のコンテストに、北海道代表として出場。

では、皆さんとパン作りをすることは勿論ですが、私の手料理を振る

２回目の挑戦で、全国大会優秀賞を受賞しました。料理をすること

舞い、ここで採れる野菜の良さを知ってもらったりもしています。パン

が大好きだったので、将来の夢は「調理人」。しかし、調理の世界は、

教室の参加者にはジャガイモなどの収穫体験もご案内しており、他から

まさしく「男社会」。周囲の心配やアドバイスを真摯に受け止め、地元

この地域に転入なさり、農作業の経験の無い方もこの収穫体験に参加

の短大に進学し、栄養士の資格を取り就職、医療機関の栄養士として

され、土に触れ、楽しんでいていただくことで農業を知ってもらうきっ

キャリアを積み、管理栄養士の資格も取得しました…そしてその間も、

かけにもなっているのかなと思います。また、自分で焼いたパンを地

実は毎日、職場から帰宅後、パンを焼いていたのですよ。そんな中、

域のみなさんが収穫した野菜などと物々交換したりして、我が家は地

京極町で畑作農業を営む夫と知り合い、結婚することになりました。

域の皆さんの交流の場にもなっているのかなとも思います。

苦労

これから

「家庭菜園もやったことがないのに農業ができるのか」と、両親には

私にとって、パンづくりはもはや生活の一部です。特別なことで

随分心配をかけ、反対もされました。でも、意外に私の性格には合って

はないのです、年期が入っていますので。私はパンを名刺代わりに

いるのかもと思っていたみたいです。女性という視点でいうと、やはり

これからもパンと歩いて行くのかな？最近は、修学旅行生の体験

家事をし、農業を手伝いながら、その上で自分のやりたいことをやる。

学習や民泊も受け入れています。農業に関わる女性として、ここで

そんな大変な中でいろいろな人と交流し、活動することに価値がある

収穫したもののおいしさ、そして農業を都市に住む人や若い世代に

と思っています。パン教室を続けてこられたのは、「頼まれるならパン

伝えていけたらと思っています。個人的なことなのですが、最近は

教室をやって欲しい。農業は人を頼めばできるから」という夫の言葉で

フルマラソンに挑戦しており、先日も北海道マラソンを完走！目標

した。自分の楽しみでもあったので、まだ幼い娘３人を連れて町外や

は全国各地で開催されるフルマラソンの大会を全て完走すること

管外までパン教室や講演会に出かけていったこともあります。

です。健康は、パンづくり・全ての基本ですよ！

北の

女性たちへの

メッセージ

「これをやりたい！」と思う瞬間が自分に訪れたら、慌てず急がず、一旦立ち止まり、まずはと
ことん考えてから行動してください。
「これでいい。
」と思わず、自分に多少の負荷をかける、そ
んな気構えも大切なこと。そして、交流を持つこと。新しい世界を発見します。
取材年月日：2016 年 9 月 9 日
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胆振【厚真町】
う え み ち

上道

か ず

え

和恵さん

厚真町放課後子ども教室運営、オフィスあっぷ・ろーど

代表

1985 年生まれ、浜頓別町出身。大学卒業後、民間企業での勤務を経て、2011 年 NPO 法人ねおすに入社。厚真町放課後子ども教室の
運営を任される。2016 年 NPO 法人解散により同年、『オフィスあっぷ・ろーど』を設立。

子どもたちの、地域の方々の、そして私の、居場所づくりを…
きっかけ

満足度

だって、子どもたちだったのです、知り合いがいない厚真町で最初

「ただいまー！」子どもの声、
「遊びに来た」と卒業した中学生、

に友達になってくれたのは。直接のきっかけは大学２年生の実習で、

そして、「毎回、教室の日を楽しみにしているのですよ」と笑顔で語る

NPO 法人ねおすにお世話になり、子どもの自然体験等を通じ地域に

保護者の方。こうした様々な瞬間が私に、子どもたちの “ 居場所

関わることを仕事としている方々と出会い、
「社会教育を切り口に、

づくり ” ができつつあることを実感させます。また、教室の活動を

まちづくりの仕事がしたい。」と考えたこと。さらに卒業研究で故郷の

通じ、保護者や教師、地域の方と関わる機会が増え、地域の産業・

まちづくりに係る調査と取材・執筆をし、地域の中で、目をかけ手を

自然等と子どもたちをつなぐ活動もできるようになりました。知り

かけて貰い育った自分の存在を再認識したこと。私が貰った優しさ

合いゼロからスタートしましたが、今では町内 200 名以上の子

を次世代にも、と思い、放課後子ども教室に携わり、今への大きな

どもたちの名前と顔が一致します。そして私自身の居場所ここに

ターニングポイントとなっています。

あります！子どもたち、保護者、地域の方々に感謝。

苦労

これから

大学卒業後は地域づくりの仕事を望んでいましたが、まず社会経験を
積む必要を感じ、民間企業に就職。その後 NPO 法人へ転職し、2 年目

欲しい。放課後教室でまいた種、
故郷で過ごした時間を心の糧とし、

“ 厚真町放課後子ども教室 ” の運営を任されました。NPO の看板の

自分を支える根となるような体験をたくさんさせてあげたいと思います。

重み、継続を望まれる事業にしたいとの意識、一方、足りない経験値を

また、都市部に比較し地方ではまだ、女性が、社会と関わりを持てる

どう埋めるか・子どもたちから信頼される大人なのか等々、日々、試され

選択の幅は狭い。仕事だけではなく、家庭があり子どもがいても、

続け、必死に応え続けた初年度、継続には必要な時間でもありました。

社会参加ができ、小さくても自己実現ができる場をつくる！それは現在の

現在、目新しさが薄れ地域の関心も落ち着つつあります。地域の魅力

地域の潜在的なニーズです。そして、私の今後の活動を維持する仕掛けに

等を自覚しそれを次世代への承継する重み、困難を乗り越え、続けた時

なると考えています。地域のなかに沢山眠っている女性のチカラを発掘し、

にみえる“ 面白さ”、これらを皆で共有したい！今後の課題です。

何か面白いコトができる仕組みをつくっていきたいと思います。

北の
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成長した子どもたちが地元を離れたとき、厚真町出身を誇りに感じて

子どもからお年寄りまで様々な人が生きる社会。年代、性別、出身や価値観、目に見える形だけにこだわらず
各自の得意分野を持ち寄れば想いを形にできるはず。仕事はオトコマエに、でも、しなやかさと強かさは忘れず。
やりたいこと・やらねばならないこと・できることを見つめ、元気な地域を、北海道をつくっていきましょう。
取材年月日：2016 年 11 月 8 日
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胆振【壮瞥町】
お か

岡ドルゲ・コジマさん

壮瞥町地域おこし協力隊

1981年生まれ、
ドイツ南西部出身。ロンドン大学院で日本の文化・社会学の修士を取得し、2008年に伊達市に移住し就職。2013年に札幌市内
を経て2015年から現職。北海道の新しいキャッチフレーズ
「その先の、道へ。北海道」
の英訳版
「Hokkaido.Expanding Horizons.」
を作成。

壮瞥に新しい風を起こし、もっと魅力的な町に
きっかけ

満足度

小さい頃から父に日本の話を聞いており、とても興味があっ

最初の課題だったホームページの改修が終わり、情報発信の

たので大学院で日本の文化を研究しました。前職のクリプトン・

手段として最新のものをそろえられたことには満足しています。

フューチャー・メディア株式会社では、初音ミクを海外に売り込む

「まずはオンラインで攻めないと！」
と思っていたので
（笑）。また、

ためのマーケティング業務を担当しており、自分の中での目標を

役場の方々が新しい提案を受け止めようとしてくれていると感じ

ほぼ達成できた頃、「何か新しいことをしたい」と思い始めま

ており、新しいことを受け入れる体制が少しずつできていること

した。今までグローバルな仕事だったので、もっとローカルな

が嬉しいです。以前よりも私の話に耳を傾けてくれますし、私が

仕事がしたいと考えていた時に、壮瞥町で地域おこし協力隊を

提案したことを自分から調べてくれたり、理解しようとしてくれ

募集していたので、早速応募して、採用されました。

ているのでありがたいですね。

苦労

これから

何か新しい企画を考えた時、役場の方々の理解を得るための

壮瞥町の空き家を改修し、移住希望者の短期ステイや観光客の

データ集めや資料作成が大変です。役場には今までのやり方が

方に体験を提供する場所を作りたいと考えています。空き家改修

あり、失敗できないという考えがありますが、前例のない新しい

自体も、ＤＩＹ※の体験メニューにしたり、北海道の大自然を楽し

ことを提案しているので、今までの流れを変えてもらわなければ

めるような体験を提供したりして、人を呼び込めたらおもしろい

ならず、ここが難しいですね。私は、結構自由に言わせてもらって

ですよね。まだ町と協議中で実現できるかどうかわかりませんが、

いて、これからもどんどん新しいことを提案していきたいです。

できればいいなと思っています。壮瞥町は本当に素晴らしいとこ

あとは、壮瞥町の地域おこし協力隊員は私一人なので、仲間が

ろなので、これからも壮瞥町を盛り上げていきたいと思います。

ほしいなと思うことがあります。
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※ＤＩＹ・・・Do It Yourself の略、日曜大工

女性の視点はクリエイティブで、新しいことを生み出し動かすパワーがあります。男性社会の
中で戦い疲れてモチベーションが下がることもありますが、自分のアイディアを発信すること
はとても大事で、可能性はそこから開きます。強く、そして負けないで！
取材年月日：2016 年 9 月 13 日
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胆振【苫小牧市】

0

苫小牧市
2007 年「苫小牧市男女平等参画推進条例」施行、2008 年「苫小牧市男女平等参画推進計画」策定。2013 年に北海道初となる「男女平等
参画都市」を宣言し、市を挙げて男女平等参画及び女性の活躍を積極的に推進。2017 年 10 月に日本女性会議を開催予定。

「日本女性会議 2017とまこまい」で男女平等参画の推進を
きっかけ

満足度

本市では、1968 年に開館した「苫小牧市婦人ホーム」
（現在の

男女平等参画社会の実現に向けて様々な形で啓発を行い、これ

「苫小牧市男女平等参画推進センター」）を拠点として、男女平等

まで多くの方々の参画のもとに推進してきました。2017 年開催

参画推進事業を実施しています。2001 年には「とまこまい男女

の日本女性会議では、実行委員会に約 200 人の市民や団体、企

共同参画プラン 21」を策定し、その後、条例の制定、基本計画の

業の方が参加し、大会に向けて準備を進めています。市民団体で

策定、都市宣言など、取組を進めています。また、男女平等参画

ある苫小牧男女平等参画推進協議会を中心とした長きにわたる男

社会の実現に向けた課題の解決と参加者相互の交流促進等を目的

女平等参画の活動の経過を十分に踏まえながら、大会準備に御協

とし全国規模で開催されている「日本女性会議」の誘致活動を積

力いただいている方々だけでなく、その他多くの方々に男女平等

極的に行い、2017 年 10 月に開催できることになりました。

について関心を示してもらえるよう、大会を契機にさらに機運を
醸成し、推進していきたいと考えています。

苦労

これから

男女平等の意識を浸透させるには、一人でも多くの方々に関心を
持っていただくことが必要であり、行政の施策だけではなく、市民

が開催されます。これまでは県庁所在地や政令指定都市での開催が多

や団体、企業の参画が重要です。本市では、計画に基づく施策の推

く、人口 20 万人に満たない地方都市での開催は珍しいことですが、

進、条例の制定、都市宣言と取組を進めてきましたが、決して先進

小さなまちだからできる苫小牧市ならではの会議にしたいという思い

都市ではなく、市民意識調査結果からも、平等意識の浸透には課題

で準備を進めています。全国からご来苫いただく大勢の方々を市民の

も多くあり、これからも様々な角度から推進し続けることが必要だ

皆さまとともに温かくお迎えするため、多くのボランティアのご協力

と感じています。2015 年には、NPO 法人ファザーリング・ジャパ

をいただきながら成功させたいです。本大会が、市全体の男女平等参

ンが企画する「イクボス宣言」を北海道の自治体で初めて実施し、市

画社会に向けた取組を前進させるとともに、全国の取組を推進する大

役所としても積極的に活動を展開していく姿勢を PR しています。

会になるよう、皆さまとともに取り組んでいきたいと思います。
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2017年10月13日から15日まで「日本女性会議2017とまこまい」

各都市においても、多くの方々が男女平等参画に関する活動を続けていると思いますが、
「日本
女性会議 2017 とまこまい」で発信するメッセージが、皆様方の活動の一助になればと思い企画
しておりますので、一人でも多くの方の御参加をお待ちしております。
取材年月日：2017 年 1 月 12 日
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日高【新冠町】
あ ら

い

荒井

あ

き

亜紀さん

株式会社ＮＯＭＡＤＯＣ 代表取締役、一般社団法人北海道うまプロジェクト 代表理事

1968 生まれ、大阪府守口市出身。馬が大好きで酪農学園大学獣医学部を卒業。浦河町内の動物病院を経て新規就農者として新冠町に移住、2004 年
に牧場と獣医業の「NOMADOC」を設立。人がもっと馬と親しみ身近に感じられる活動をするため 2016 年に「北海道うまプロジェクト」を設立。

大好きな馬と親しんで身近に感じてもらいたい
きっかけ

満足度

小さい頃から馬が大好きで、10 歳の時から自宅近くの乗馬

昔から人付き合いが苦手で、人とうまくやっていくことに自信

クラブに通っていました。馬といえば、やはり北海道日高管内

がなかったのですが、自分の活動を理解して協力してくれる仲間

が有名ですから、馬に囲まれた生活を夢見て高校生の時には毎年

がいることが本当に嬉しく、感謝しています。仕事や周囲に合わ

日高地方を訪れていました。人と馬がもっと身近に関われるよう、

せて自分の方から変わっていくと、周囲からも理解を得られると

人が馬を楽しむ手助けになりたいと考え獣医師になり、新規就農

思います。これから「北海道うまプロジェクト」の活動を新たに

で新冠町に移住し牧場と獣医を開業しました。うちの牧場は、

始めていくので、今また自分を変えていく時かな、と思っています。

「遊馬ランド GRASS HOPPER」という体験乗馬もやっていますが、

馬が大好きなので、本当は馬と一緒に過ごしたいのに、忙しくて

単なる乗馬クラブではなく、馬と親しんで人との距離を縮める

時間がない！馬がご飯をおいしそうに食べている姿を見るのが一番

ような体験を提供しています。

好きなんですけどね（笑）。

苦労

これから

大変なことはありますが、苦労とは思っていません。好きなこと

私たちの活動の理念を、多くの人と共有したいと思っています。

をやろうとした時に、そこに至るまでには当然やるべき努力である

私より年上の方々には、もっと色々なことを教えてほしいと思うし、

と思っています。でも、私の考えを理解し、周囲の方々から援助を得

年下の方々には色々教えてあげたいので、上下の世代を中継する

られるようになるまでは大変でした。競争社会のし烈な争いの中で、

ような役目を担いたいです。若い人には、積極的に取り組んで

私たちの事業はボランティアで実施している部分も多く、そこを従業

もらって、やりながら覚えてもらいたいですね。私が明日倒れても、

員にわかってもらえなかった時は辛かったですね。今回立ち上げた

この活動がなくならないようにしていきたいです。
「北海道うま

「北海道うまプロジェクト」は、儲けは関係なく人と人との温かさで

プロジェクト」では、馬が人にとってもっと身近になり、馬と人

つながっている事業で、これから本格的に活動していきます。
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が触れ合う機会が増えるよう活動を展開していきます。

今の生活に流されず、自分が本当に大切なものは何かを考えてみてください。夢を大切に 30 代〜
40 代前半を過ごすと、子育てなどが落ち着いた 40 代後半には、もう一つの人生を歩む準備が
できています。そうすると、未来では楽しい人生を送れると思いますよ。
取材年月日：2016 年 10 月 24 日
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日高【えりも町】
か わ さ き

川﨑

ひ さ

こ

尚子さん

北海道指導漁業士、えりも漁業協同組合えりも岬女性部長

1955 年生まれ、えりも町出身。昆布漁師の実家で小さい頃から家業を手伝っていた。地元の青年会で出会った昆布漁師の夫と 1976 年
に結婚。漁協女性部の活動で、雑魚とされていた「ヤマノカミ（オニカジカ）」の加工等に取り組み、埋もれた食材の普及に努めている。

ヤマノカミのザンギ

雑魚に光を当て、全道の漁師と若い世代の未来を明るく
きっかけ

満足度

うちは昆布漁師ですが、カレイ刺し網等の漁で 11 月下旬から

ヤマノカミ等の雑魚を上手に加工して、商品化できたことに満足

12 月下旬頃まで息子が漁船に乗っており、私は港で魚の選別等

しています。2007 年にはコープさっぽろ農業賞漁業奨励賞を

の手伝いをしていました。その時、ハタハタやカレイなど売り物

受賞し、日高振興局のホームページには「日高の埋もれた食材

になる魚だけが市場に運ばれ、その他の雑魚が廃棄されることが

レシピ集」を載せてもらっています。浦河町の「浜のかあさん

もったいないとずっと思っていました。2004 年に日高支庁（現在

直売所」には、ヤマノカミの昆布巻きや毛つぶの甘露煮など、雑魚

の日高振興局）の企画で「埋もれた食材セミナー」を開催する時に、

の加工品が並んでいます。今まで捨てられていた雑魚が日の目を

漁協女性部で協力することになり、私がヤマノカミの加工を任され

見られて、本当に良かったと思います。あと、「ヤマノカミなんか

ました。見た目がゴツゴツしていて、誰も加工したがらなかった

売り物にならない」と言っていた息子が喜んでくれたことも嬉しい

んですよ（笑）。

ですね。

苦労

これから

ヤマノカミの加工は、色々やってみましたね。まず素揚げにして
みたのですが、味が淡泊でおいしくなかったんです（笑）
。でも、

で加工販売もできますが、それでは私たちだけの利益になってしまい

素直な味だとわかり、これは良い味付けをしたら絶対においしく

ます。雑魚は全道各地の海で捕れるので、全道の漁師に利益が行く

なると確信しました。それでザンギ（唐揚げ）を作ったら、もうバッ

ように、どこの浜でも、数が少なくても買ってくれる企業が良いのです。

チリ！白身の食感がさっぱりした鶏肉のようで、とてもおいしく

そして、若い世代の未来を明るいものにしたいです。2016 年の連続

なりました。また、年配の浜の母さん達から「とも和えもおいし

台風の影響で、えりも町も 1958 年以来の不漁でしたが、めげずにが

いよ」と教えてもらったり、うちの昆布を使って昆布巻きの芯に

んばりたい！あとは、襟裳岬のパワースポット「風の館」で、浜の母

入れたりして、色々な料理でヤマノカミをおいしく食べることが

さん食堂をやってみたいです。地元ならではの味、本物の素材の味を

できるようになりました。

皆さんに食べてもらって、心身共に元気にしたいです。
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雑魚を買い取って加工してくれる大手の企業を探しています。私たち

とにかく前向きに明るくやっていくこと！難しく考えすぎると、何もできなくなってしまいます。
今、自分が良いと思うことを積極的にやって大丈夫です。感謝の心を忘れずに進んでいくと、
周囲はついてきてくれます。北海道の良さを一緒に広めていきましょう！
取材年月日：2017 年 1 月 19 日
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日高【平取町】
せ き

ね

関根

ま

き

真紀さん

工芸作家

1967 年生まれ、平取町出身。一度は地元を離れるも、民芸店を営む両親の元にＵターンし、工芸作家の道へ。平取町アイヌ文化情報
センター内の二風谷工芸館で、作家の立場でアイヌ工芸品を紹介。

作品でたくさんの人たちが喜びや幸せを感じてくれたら
きっかけ

満足度

中学卒業後、かっこいい職業にあこがれ、一度は地元を離れ

アイヌ文化が色濃く残るこの町にいると、自分が強くなれます。

ましたが、民芸店を営む両親の元にＵターンしました。民芸店

兵庫県出身の夫と結婚し、子育ての中で自分をもう一度見直すきっかけ

を手伝い、いろいろな人と出会ううちに、もともと接客が好きだった

となりましたし、彼がいるから頑張れると思っています。とにかく

私は、アイヌ文化のすばらしさを次世代につなげたい、そして、

伸び伸びとやらせてもらっていることに感謝しています。2013 年

二風谷の民芸店がどんどん減っていく中で、アイヌの伝統工芸を

3 月、「二風谷イタ」
（盆）と「二風谷アットゥ 」
（樹皮から作った糸で

守っていかなければならないと思うようになり、十代で木彫を

織った反物）が、道内で初めて経済産業省の「伝統的工芸品」に指定

始めました。祖父母も工芸をやっていたので、すんなりと工芸の

されたことが追い風になり、注文が増えていることが日々の向上

道に入ることができました。こうなる運命だったのですね。

心につながり、新しい作品づくりにも取り組めています。

苦労

これから

親戚から言われた「時代が変われば、文様も変わるもんだな」

今後もシサ （良き隣人）と共に、アイヌ文化を守り、アイヌ工芸

との言葉で、すらすら描けていた文様が描けなくなったスランプ

のすばらしさを伝える活動をしていきたいです。広報や発信が私の

の時期がありました。そんな時、友人に「あなたが新しい文様を

役割だと思っています。また、子ども目線で、未来の子ども達の

作っていかなければ、時代が止まってしまう」という言葉をもらって

ことを考えられる大人でいたいですね。現在、遊びながらアイヌ語を

から、
自信を持って好きなことをしようと思うようになりました。

学ぶことができる、子ども向けのアイヌ語教室をやっていて、アイヌ

土台があってこそ新しいことにチャレンジすることが大切です

語話者を育てていくことも目標です。さらに、アイヌ文化を育んだ

から、アイヌ伝統工芸にこだわりを持ち、古いデザインを大切に、

豊かな自然と「びらとりトマト」や「びらとり和牛」などの食に恵ま

ベースに残して新しいデザインをするよう心掛けています。

れた平取町に、ぜひ多くの人が訪れてほしいと思っています。
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これからの時代、女性一人でも生きてはいけますが、所詮人間は弱い生き物ですから、女として強く
生きていかなくても良いのです。周りの支えがあって伸び伸びできます。支えてくれる、やりたいこと
を理解してくれるパートナー（私の場合は夫です）がいればもっと楽しく生きられると思います。
取材年月日：2016 年 10 月 7 日
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渡島【七飯町】
い わ さ き

岩崎

み

の

美乃さん

１級建築士、レジデンシャルオーガナイザー

1961 年生まれ、七飯町出身。函館工業高校建築科を卒業後、埼玉県の建築積算事務所を経て七飯町に戻り、1985 年に結婚。実家の建設業
を手伝いながら１級建築士、宅地建物取引主任者を取得。2009 年に認定講師の資格マスターライフオーガナイザーを取得。

自分に合う片付けや暮らし方の仕組みを作り
「ごきげんな家」に
きっかけ

満足度

実家の建設業で住宅の設計をしていましたが、仕事では施主様に

お客様に喜んでいただき、「どうして自分が片付けられなかった

褒められても、自宅では思ったように片付かないことが気になって

のかわかった！」と言っていただけると、本当に嬉しいです。片付

いました。その頃、ちょうど「日本ライフオーガナイザー協会」

けられない原因は、モノの整理だけではなく、人間関係や心の悩み

が設立されました。アメリカ発の片づけ術で、自分を知ることや

等もあり、お客様の話をじっくり聞くことでわかってきます。私は、

思考を整理し仕組み化して暮らしがラクになることに興味を持ち、

「思考の整理」
をして片付けの仕組みを作る時に、お客様にはこの

マスターライフオーガナイザーの資格を取得しました。今までの

部屋で何がしたいかという夢を描いてもらいます。自分が家に合わ

片づけ方は自分には合わないやり方で、それをずっと続けていた

せるのではなく、家を自分に合わせるのです。なりたい自分になれる

ことを知りました。その後、間取りやインテリア等の住宅関係分野

ような仕組みを作って、
「ごきげんな家」
にするお手伝いをしてい

のレジデンシャルオーガナイザーも取得しました。

きたいです。

苦労

これから

ライフオーガナイザーは、単純に「不要な物は捨ててすっきり

ライフオーガナイザーのことを多くの方に知っていただきたい

と片付ける」ということではなく、まずお客様自身のことを知り、

です！建築業界でもこの仕組みを広めて、住まいや町並みに生かす

思考を整理し、お客様に合った片付けの仕組みを作ります。この

ことで社会貢献したい、そして地元を盛り上げていきたいと思って

「思考の整理」は、片付けだけではなく日々の暮らしのこと、育児

います。2010 年からライフオーガナイザー認定講座を実施し、

のこと、防災のこと等、生きること全般に活用することができます。

現在北海道では札幌 9 期、受講者は 90 人以上になり、札幌市以外

一番苦労していることは、ライフオーガナイザーという仕事の認知

にも函館市、旭川市、北見市、網走市、帯広市など全道各地にプロ

度が低いことです。これから、札幌市だけでなく各地域でも講座

の資格者が増えています。ライフオーガナイズの仕組みを知る

を開催して、広く普及させていきたいと考えています。

ことで、みんなが笑顔で快適に過ごせるようになるので、これ
からも多くの人に伝えていきたいです。
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うまくできない自分でも、ありのままのあなたでいいの、そのままのあなたで十分素敵です。
うまくいかない時は私に相談してもらえたら、一緒に考えて一緒に歩んで行きます。色々な
分野のオーガナイザーがいるので、ぜひ相談してください。
取材年月日：2016 年 10 月 28 日
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渡島【北斗市】
りょく ゆ う か い

有限会社緑友会

ろ く り ん む ら

六 輪村

北斗市内の農家 6 戸の女性たちが「規格外野菜を捨てることがもったいない」という思いから、1997 年に「六輪村」を立ち上げた。直売
所をはじめ、そば・豆腐・味噌等の加工体験工房、ランチレストラン（金・土のみ）等を運営。現在のメンバーは４人。

農業を楽しみながら次世代への種まきを
きっかけ

満足度

農業をやっている中で、農協の規格に合わない野菜が捨てられ

生産者って、消費者の方とお話しする機会が少ないんですよね。

るのがもったいないと、ずっと思っていました。それで、規格外

直売所で話すと、生産者が知っているおいしい野菜の食べ方と、

野菜や花を道路脇で無人販売していました。そんな時、渡島支

消費者の方が持っている知識が案外違うことがわかりました。そこ

庁（現在の渡島総合振興局）の事業で青森県の農家に視察に行

で 2008 年にランチレストラン「小昼（こびる）」をオープン、野菜

き、そこで直売所をやっていて「これをやりたい！」と思いま

のおいしいレシピ等も伝えています。最初の直売所は、夫たちが

した。農家の女性って、外に出る機会も少なくて、下を向いて

作ってくれた田んぼのはしのビニールハウスで、あまり人が来な

仕事ばかりしているじゃないですか。それも変えたいと思って、

かったので住宅地に近い今の場所に移りました。そしたら少しずつ

農家の女性６人で、1997 年 4 月に「六輪村」を立ち上げました。

お客様が来てくれるようになり、夏場は道路に駐車が増えて！
嬉しい悲鳴でした（笑）
。

苦労

これから

今まで無人販売はしていましたが、自分たちで売るって初めて

今、農業人口が減っています。地域の基幹産業が農業なのにこれ

でしたから！まず「いらっしゃいませ」が言えませんでした（笑）
。

ではいけないと思って、市街地の子どもたちにも地元の産業に興味

人気のトマトジュース「とっても！トマト」は、それまで農協の

を持ってもらうため、2015 年に「赤とんぼのまちプロジェクト」

加工施設を借りて作っていたので、2005 年に新たに自分たち

を立ち上げました。市街地の方や保育園、小中学校の子どもたち

用の加工施設や体験工房を建設し、有限会社化しました。そこから

に農業を体験してもらったり、地元の農業高校や農業試験場に見学

がまた大変！農家の経理はやったことがあるけど、会社の経理は

に行ったりと色々な活動をしています。一番の目的は、自分たち

初めてで知らないことだらけ。ポップ（広告）を作ったりパソコン

が引退してもこの素晴らしい農業がいつまでも続くことです。楽し

で資料を作成したり…畑での野菜づくりだったら何でもできます

みながら、次世代への種まきをしていきたいですね。

が、それ以外のことは全部大変です（笑）。

北の

女性たちへの

メッセージ

私たちがこうして活動できるのは、仲間がいて地域の方々が協力してくれるからです。地元を盛り
上げたいと思った時、野菜づくりと同じように周囲を気遣い、地域の方々と関わって育てていか
なければなりません。周囲に頼ることも大事だけど、自立した自分の考えもしっかり持ってね。
取材年月日：2016 年 11 月 25 日（代表の東寺百合子さんにお話をお伺いしました）
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檜山【厚沢部町】
あずま

や

東谷

や よ

い

弥生さん

あずまや 東谷農園

1967 年生まれ、厚沢部町出身。北海道総合美術専門学校を卒業後、1988 年に東京都内の版下製作会社に入社し、1990 年にパッケージデザ
イン会社に転職。その後、札幌市内の会社で同様にパッケージデザインに従事し 1997 年に退職。1999 年に帰郷して実家の農業を手伝う。

東谷さん
（右）と母の静子さん

「母の味・育てた作物を大切にする心や知恵」
がヒントに
きっかけ

満足度

実家の直売所を手伝い始めた当初、何か特色を…と思い、海外

最後はゴミになってしまうパッケージを作り続けることが空し

で買った種で珍しい野菜を育ててみたり、レシピを付けたり、野

くなり、何か残るものを丁寧に作る仕事がしたいとの思いで地元

菜の栄養成分を調べたりと色々試しましたが、近郊のスーパーで

に戻りましたが、家業を手伝っているうちに気が付けば自ら商品

も新鮮な地元野菜が並ぶようになると客足は減り、ただ野菜だけ

づくりをし、デザインの重要性を再認識させられています。本当

売っていることに限界を感じるようになりました。まず、売り切

にこれで良かったのか分からなくなる瞬間もあります。でも、家族

れない生野菜を干すことからはじめ、数年後、農業改良普及セン

に必要とされ、私の好きなように、思い付くまま、いろんな挑戦

ターの方にご協力いただきながら加工施設を作り、母の得意な味

をさせてもらえることに感謝しています。迷ったり失敗しながらも、

噌やこうれん（干し餅）など、田舎の農家の味を手づくりしてい

お客様の「おいしい！」の声に励まされ、予想外の展開を楽しん

ます。

でいきたいと思います。

苦労

これから

加工用の原材料の作付けが増えてきているなか、作物を無駄なく

母に昔の話を聞くと、ほんの数十年前のこととは思えない程不

利用するだけでなく、原材料を生産する農家としても、しっかり

便な生活の中で工夫し、手間をかけ、育てた作物を加工・保存し

と利益につなげる工夫が必要だと実感しています。また、天候不

ていたそうです。そしてその方法がちゃんと理に適っていること

順により予算どおりに野菜が育たないことも多く、充分な原材料

にも驚かされます。我が家の商品の基本はそんな母の味なのですが、

の確保が難しくなってきました。安定した経営のため、様々な状

流行りの味がどんどん入れ替わる中、昔ながらの味の根強い人気

況を想定しながら、商品をひとつひとつ手づくりする手間をどう

にも正直驚いています。新しい商品を作り出す楽しさもありますが、

価格に反映させるべきかいつも悩んでしまいます。一人でできる

まずは古くから伝わる地元の味を自分のものにして、無添加・

仕事量の限界も感じているところで、働き方や売り方を見直す時

手づくりにこだわりながら、次につながるような工夫をしていき

期なのかもしれません。

たいと思っています。

北の
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女性だからこそ知識も資金も無かった私でも、日々の暮らしの経験を生かしながら今こうして
加工を生業としていられるように思います。田舎でも、女性でも、たとえひとりでも、必死に
もがいていると誰かが気付いて助けてくれたり、背中を押してくれるようです。
取材年月日：2016 年 11 月 25 日
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檜山【上ノ国町】
い わ

た

岩田

よ し

こ

良子さん

旅館よ志栄

1941 年生まれ。上ノ国町出身。地元の中学校を卒業後、家業のサイクルショップを手伝い、1964 年に食堂を開業。1974 年から旅館業に
事業を拡大し、開業時から地元の伝統料理・伝統の味を守ってきた。上ノ国町商工会女性部長や上ノ国町観光協会会長を歴任。

祖母や母に感謝し、地元の伝統の味を次の世代へ
きっかけ

満足度

22 歳のとき、妹と一緒に 12 坪の小さな家で食堂をはじめま

お客さんから料理を美味しいと評価されたときが一番嬉しいです。

した。何もわからず母から教わった地元の料理を提供してきまし

振興局の職員の方がお店に興味を持たれ、伝統料理に着目して食

たが、流行の料理より伝統料理の方が、地元のお客様に喜んでい

のイベントなどにお誘いいただく機会がありました。後に、それ

ただけることを当時から感じてきました。後に宴会料理も提供で

がホームページで紹介され、2 年前には観光雑誌の取材もあり、

きる 20 坪の小料理屋を始め、1974 年に増築して旅館業も始め

掲載されてからは、地元以外の遠方からの観光客もたくさん来店

ました。「ひやまの郷土食を食べてもらう会」メンバーとしても

されるようになりました。平成 20 年には「北海道らしい食づくり

活動しています。3 年前に妹が体調を崩し、息子のお嫁さんと

名人」に登録され、平成 22 年にはホスピタリティの向上や観光

お店を営業しており、いずれは伝統料理や接客のことを教えて、

振興への貢献として知事感謝状をいただいたことも大変励みになり

お店を継がせたいと考えています。

ました。

苦労

これから

親が経営していたサイクルショップが経営難で廃業となり、

これからも伝統料理にこだわってお店を続けていきたいと思い

借金が残った状態で高齢の両親を養うため、22 歳で商売を始めま

ます。インターネットをご覧になった方や遠方のお客さんから、

した。何もわからず、お客様に助けられたことが多々あり、今でも

作り方を教えて欲しいと言われることがあります。ですが同じ材料が

感謝しています。両親の在宅介護は、昔の時代では当たり前で苦労

あっても本物の味を出すのは無理ですよと伝えます。特に発酵食

と感じませんでしたが、今想えば、商売をしながらの介護はとても

品などは温度管理などが難しいです。
伝統料理はレシピに頼らず、

大変でした。親を特別養護老人ホームに入所させてもらう際には、

人から人へ伝承してはじめて本物の味が出せるものです。今が

「親を粗末にするな」と言われたこともありました。また、息子は

あるのは祖母や母のおかげと感謝しつつ、次の世代に伝統料理を

友達から水商売の子とからかわれて嫌な思いをしたこともあるよう

伝えていきたい。今後も息子のお嫁さんと一緒に、お客さんに喜んで

です。

いただけるよう頑張ります。

北の
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女性ならではの気配りは、まわりの空気を和ませることができます。イベントなどでは、お手伝い
してくれた方々のために、さりげなく、おにぎりなどを準備しておくと、皆さんから「胃袋を
つかまれてるぞ」と笑いがこぼれます。人それぞれの個性や感性を大切に。
取材年月日：2016 年 11 月 24 日
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檜山【せたな町】
お お

つ

大津

み

ほ

こ

美保子さん

大津牧場 ミルク茶房ひそっぷ

代表

1958 年生まれ、宮城県仙台市出身。宮城県農業短期大学（現・宮城大学）を卒業。上川町で農業実習に従事し、同級生だった夫と出会う。
二人で新規就農を目指して結婚、1985 年にせたな町に入植し酪農を開始。

酪農からいろんな世界へ広げたい！
きっかけ

満足度

サラリーマン家庭で育ち、父は単身赴任が長かったため、将来
は夫婦で働ける農業やお店をやりたいと思っていました。その後、

レンドされるため、自分の牧場の牛乳の味を感じる機会が少ない

酪農をやるには、酪農家のお嫁に行けばできると思っていました

のです。５番目の子どもが小学生になるとき、育児の負担が減り

が、農業実習で夫と知り合い、27 歳のときにせたな町に入植し

働きやすくなったので、事業拡大することを決め、消費者とふれ

て、離農した方の設備等を買い取り、新規就農しました。現在

あう機会を持ちたいという思いから、加工品の製造・販売を始め

30 頭の牛を飼っており、搾乳のほか、アイスクリーム、ヨーグ

ました。お客さんが商品を美味しいと言ってくれたときや、特に

ルト、チーズなどの加工品の製造・販売を行い、また、地域交流

チーズは製造が難しいため美味しくできたときが嬉しいです。お店

牧場全国連絡会に所属し、地域住民との交流などを目的とした体

をやることで地域との交流機会も増え、やって良かったと感じて

験牧場も行っています。

います。

苦労

これから

新規就農で地域になじむのには時間がかかります。体験牧場の

20 年前に勉強したとき、ファームステイなどは旅館業法の

仲間との交流はありましたが、地域の方々と接する機会が少なく、

適用があり難しかったが、最近は規制が緩和されたようなので、

また、外から来た自分たちと地元の方とでは、田舎の良さや自然

ファームインをはじめてみたいです。夫が生産した野菜と、私が

のすばらしさへの関心に温度差を感じることもありました。搾乳

製造した乳製品を料理してご馳走したい、調理したものを直ぐに

は朝と夜の作業で、生活のリズムが他の家庭と違うところがあり、

食べてもらいたいという思いがあります。
ピザ窯も造る予定です。

家も市街地から離れているため、親が送り迎えをしなければ友達

それから、今となっては地域の方々との交流も深まり、夫は地元

と遊ぶこともできず、子ども達には我慢してもらうことが多々あ

の駅伝大会、私はバレーボール大会のそれぞれ主催者としても活

りましたが、大自然の中での子育ては、やりやすいと感じていま

動しています。昨年の「北の★女性からのメッセージ」を見せて

した。

いただき、改めて、私も頑張ろうと思いました。

北の

女性たちへの

メッセージ
27

牛乳は、ホクレンで製品化する際に他の酪農家さんの牛乳とブ

アイスクリームの直売所を始める時は、色々な人に、自分がやりたいことを話しました。そう
すると、色々な方々が力を貸してくれました。そして、奇跡が起きたのです。皆さんも、自分
の夢を、周りの人に話してみませんか？余談ですが、我が子はアイス食べ放題でした。
（笑）
取材年月日：2016 年 11 月 25 日
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上川【南富良野町】
い わ な が

岩永

かずえさん

ふらの農業協同組合 参与、ＮＰＯ法人南富良野まちづくり観光協会 理事長

1949 年生まれ、福井県出身。愛知県名古屋市内の短大卒後、福井県で編み物教室を開講。1972 年に農家である夫と結婚、1974 年に
南富良野町へ移住し新規就農。ＪＡの活動の中で、男女共同参画を推進している。

様々な分野の人が認め合う男女共同参画を農業で
きっかけ

満足度

ＪＡふらの女性部の活動の中で、最初は農業改良普及センター

男女共同参画とは、様々な分野の人がお互いに認め合い協力

を中心に女性のネットワークを作り、楽しく活動していました。

することだと考えています。この考えをずっと訴え続けて多く

しかし、ＪＡの組織の中に女性役員がいないことに以前から疑

の女性から賛同を得ることができ、ＪＡふらの女性部役員のバック

問を感じていました。2007 年にＪＡ上川地区女性協議会会長と

アップを受けて、2015 年にＪＡふらの参与に就任しました。夫

なって上川管内全体の状況を知り、女性役員の必要性をより強く

には、
「断ったら今までの活動が無駄になるからがんばれ」と背

感じ、ＪＡふらの総代会で女性役員の必要性を訴え始めました。

中を押してもらい、息子夫婦も理解があるので本当に感謝して

個々の農家では男女共同で経営しているのに、組織の中に女性が

います。それから、以前の総代会で私の発言に対し一人の男性

いないのはおかしいですよね。それで、ＪＡの中の男女共同参画

総代の方が、
「これからの時代は女性の参画も必要」
と言ってくだ

を推進しようと取り組み始めました。

さったことも、本当に嬉しかったですね。

苦労

これから

自分の思いを伝えることが難しく、周囲の方々、特に男性に
理解してもらうのが大変です。「ＪＡに女性役員を」と訴えても、

2017 年春、ＪＡふらのに女性役員が２名誕生する予定です！
現在は私を含めて２名の女性参与がいるので、私たちが若い人を

「岩永がやりたがっている」と受け止められました。私はこの地域

支え、女性役員が働きやすい環境を作っていきたいです。私たち

の農業のために訴えているのに、それをわかってもらえないのは

女性役員は、ＪＡふらのの組織討議を経て選出されているので、

辛かったです。ＪＡふらのは、上富良野町、中富良野町、富良野

女性の声の代弁者として今後も継続して女性役員を選出したいと

市、南富良野町、占冠村の５行政地区で構成していますが、最初

考えています。今年の夏の大雨で、南富良野町の農業は甚大な

は各市町村の皆さんとの連携を取らずに自分一人の行動で進めた

被害を受けましたが、農業者はみんな「もう一度やるぞ！」という

のもまずかったです。地道に訴えて、今はＪＡふらのの組織と

気持ちでいるので、女性の細やかな気配りで仲間と力を合わせて

して協力を得ることができました。

がんばっていきたいです。

北の
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自分の思いを達成できないと思っても、自信のある「自分のナンバーワン」を見つけると、どん
どん広がっていきます。辛さは喜びに変わります。辛い経験があったからこそ喜びをより強く
感じられるのです。希望を捨てず、楽しい未来を描ける人になってほしいな。
取材年月日：2016 年 10 月 7 日
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上川【旭川市】
う え

の

上野

さ

ゆ

き

砂由紀さん

上野ファーム

ガーデナー

旭川市出身。札幌市内の大卒後、同市内で服飾販売員を経て、ガーデニングを学ぶため英国に留学。2001 年から旭川市の実家の農場内で家族と共に庭
づくりをスタートし、ガーデンの一般公開を始める。2008 年にテレビドラマの舞台となった富良野市内の庭園を設計。現在は夫、子ども２人と暮らす。

花の力でつながった仲間と広げる
「北海道ガーデン」
きっかけ

満足度

両親が米農家で、個人販売の制度をいち早く取り入れたところ、
お米を買うためにお客様が農場を訪れるようになり、農場をもっ

すね。都市と農村の交流の場を作りたいと思って始め、最初は無

と魅力的にしたいという思いで、両親が田んぼのあぜ道などに花

料開放していたのですが、口コミで広まって来客数が増え、お客

を植え始めました。私は札幌市内で働いて３年目、「このままで

様から色々アドバイスをいただいて、今のガーデンができていま

いいのか」と思っていた時に、ずっと憧れていた海外留学の広告

す。まさか観光地になるとは…！こんなに応援してくれる方が多

を地下鉄で見つけ、母が英国風ガーデンに興味を持っていたこと

いことに驚くと同時に、花の引力のすごさを感じています。主に

もあり、ガーデニングの技術を身につけたいと考え、英国留学を

私と母が花の手入れをしており、農業とは違い重機を使えずすべ

決意。帰国後に家族総出で造園し、2001 年からガーデン公開を

て手作業なので大変ですが、ガーデンで楽しそうにしている方を

始めました。

見ると、この場所をつくって良かったなと思います。

苦労

これから

英国風ガーデンをつくるため、北海道の気候に合う植物を集め

富良野市内の「風のガーデン」をきっかけに、「十勝千年の森」

ることが大変でした。海外から種を取り寄せ、苗を作ってうまく

の林社長に声をかけていただき、仲間が集まり「北海道ガーデン

育つかどうか地道に試して、何度もダメにして…最初の３〜４年

街道」を立ち上げ、現在は８か所のガーデンを巡る観光ルートに

はもがきましたね。英国風ガーデンを模索して悶々としていた時

成長しました。道外の方にとって北海道の花といえば「富良野の

に、道外のお客様から「北海道の庭は花が大きくて色鮮やかです

ラベンダー」
というイメージも強いですが、様々な植物が育つ「北

ね」とか、
「この時期にバラが咲くなんて」と感想をいただき、こ

海道ガーデン」を多くの方に知ってもらいたいです。庭がきっか

こが北国ならではのガーデンであることに気づかされました。そ

けとなり十勝方面までつながるなんて想像できなかったのですが

れからは、北国の気候だからこそ表現できる「北海道ガーデン」

（笑）
。これからも人とのつながりを大切に、連携して庭の魅力を

を意識してつくっています。
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ガーデンを通じて、多くの方とつながったことが一番嬉しいで

発信し続けたいです。
種は、まかないと芽が出ません。夢を叶えるために、まずは夢の種をまいてみましょう。種を
まいても芽がでないことや途中で枯れることだってもちろんありますが、めげないで！種をまき
続けて、出た芽を大切に育てていけば、いつか綺麗な花が咲くはずです。
取材年月日：2016 年 8 月 24 日
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上川【剣淵町】
お

ざ わ

小澤

ゆ う

こ

祐子さん

株式会社ビバカンパニー

代表取締役

1955 年生まれ、旭川市出身。駒沢女子短大（苫小牧市、現在は東京都に統合）卒業後、北海道録画センター（旭川市）勤務中に社長から
「ビバ アルパカ牧場」の代表に抜てきされ、兼務することに。主に週末はアルパカ牧場で勤務。旭川市在住。

思いを共有できる仲間と一緒に働ける幸せ
きっかけ

満足度

北海道録画センターの井下社長が、故郷の剣淵町でスキー場

週末はアルパカ牧場に来て、朝早くから自然豊かな牧場内で

跡地を利用したまちづくりに協力しており、北海道で初めてアル

過ごし、体を動かして心地よい汗をかき、夕暮れと共に仕事を

パカを飼育することになって、社内で一番古株だった私が運営を

終えるのですが、この時間の過ごし方がとても贅沢だと感じてい

任されました。試験飼育していたアルパカの出産、さらに那須

ます。平日のデスクワークは、昼夜関係なく夜中まで働くことも

ビッグファーム（栃木県）からアルパカを購入し、2009 年に

あるので、週末の牧場ですごくリフレッシュさせてもらってい

「ビバ アルパカ牧場」を開設しました。アルパカの飼育は担当

ます。スタッフも本当に素晴らしくて、思いを共有できる仲間と

スタッフに任せ、私はイベントの企画、実施、PR 活動、牧場全

同じ方を向いて牧場を運営できて、幸せです。ここ 1~2 年では、

体の運営統括をしています。なので、私がアルパカが大好きで始

地元の方々も多く来てくれるようになり、楽しんでもらっている

めた牧場じゃないんですよ（笑）。

ようで嬉しいです。

苦労

これから

自然相手の仕事は厳しいものです。一番大変なのは草刈りと

アルパカ牧場は、冬をメインにやっています。冬は外国人のお

除雪なのですが、私はそれらを手伝えないので、戦力にならない

客様が多いので、牧場内を国際化していきたいですね。また、地

存在だということが心苦しいです。牧場の仕事で、私ができる

元の方々にも外国人を受け入れるよう取り組んでもらって、将来

ことって少ないんですよね。草花は好きなのですが、実は動物は

的には町全体の国際化につながればいいなと思っています。牧場

苦手で…。私ができることは、観光の目玉が尽きないように色々

では、アルパカがきっかけで姉妹都市となったペルー共和国タル

考えることです。資金が少ないので、ほとんど手作り。朝のお茶

マ市でも食べられているスーパーフード「キヌア」の栽培・試食

会がスタッフミーティングの場になっていて、スタッフからも企

を実施しています。
新たに山頂に
「大人の秘密基地」
を作ったので、

画を提案してもらっています。それを魅力的に PR して、集客に

牧場のテーマカラー「ピンク」と「ハート型」に合わせて、ここで

つなげていきたいです。

結婚式などを企画してみたいですね。
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一人で無理してがんばらずに、誰と一緒にやればできるのかを考え、一緒に達成できた時の
感動を味わってください。自分から寄り添う気持ちで、肩の力を抜いていきましょう。そして
目標を持つと、ぐっと視野が広がります。
取材年月日：2016 年 8 月 24 日
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上川【中富良野町】
く

ぐ り

九栗

さ だ

こ

貞子さん

農業者、北海道女性農業者倶楽部（マンマのネットワーク）

1949 年生まれ、中富良野町出身。農業を営む夫と結婚し農業者の道へ。1999 年、北海道指導農業士認定、2002 年、地元農産物を
使用した「北のカレー工房・きらら」開店、2007 年、北海道女性農業者倶楽部（マンマのネットワーク）設立、代表に就任。

次世代へ引き継ぎます、
「女性農業者は経営者である。
」
きっかけ

満足度

指導農業士となったのは、農業改良普及センター職員の「女性指

平成 11 年に指導農業士となり、平成 14 年、地元の米や野菜等

導農業士の草分けになって欲しい。」との言葉、そして迷いがあった

の本来の美味しさをお届けしたいと「北のカレー工房・きらら」を

私に夫から「自分のできることをやればいい。」の一言。もっとも、

開店、平成 19 年には女性農業者と非農家のマンマたちをつなぐ

これがきっかけ…と言いつつ、以前から私は心の中で、「何かをつ

「北海道女性農業者倶楽部 ( マンマのネットワーク )」設立…多くの

くりあげること。」の意義、農業現場だけでは無く様々な組織等とつ

方とつながり・支え合い、ここまできたと感謝しております。食の

ながりをつくりたい、との思いを秘めていたように感じます。中富

情報発信と、旬の素材を旬の時期に召し上がっていただくとともに、

良野町のラベンダー人気に火がつく少し前、ドライフラワー製作を

率直な評価をうかがいたい！との思いから「カレー工房」を開店

始めました。農作業や家事等を終えた夜１０時過ぎ、集めた小さな
花々を一つの形に仕上げていくことを無心でやっていました。

苦労

これから

昔、家族経営の農家のお嫁さんが自分名義の通帳をつくること

人々が集まる・学ぶ、場がマンマ。講師を招聘しセミナー等も行って

が難しかった時代がありました。我が家では、みんなで話し合い

います。が、学びがゴールではなく、それを力に成果を出すことが

就業環境等を取り決める家族間協定を結んでいます。自立した女

大切です。また、マンマでは徹底的に議論しますが、次につながる

性が農業者の一員となっている今、指導農業士の私の役割の一つ

意見であることが共通認識。成果を出す、意見を出す、地元にフィード

は、過去の農村地域の確執の打破。一方で、若い女性達の、例え

バックしその地域にしかできない特徴を出す、全ては次の世代へ

ば「介護」という現実の中で揺れる心や立ち位置を理解できます。

繋げていくための方向性です。農業者の妻は指示されたことのみ行う

私も義母を自宅で 21 年間介護しました。経験を踏まえての過去、

のではなく、経営への共同参画が求められています。性別を問わず、

被介護者の立場も理解できる現在、それらを礎に、将来の担い手

経営の一端を担い、地域活動へも関わっていくことが大切。それを

達へ向き合っていこうと思っております。

踏まえ次代の担い手を育てていきたいと願っております。
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しました。とはいえ、根っからの農業者なので、お客様からの
「美味しい。」とういう言葉と笑顔が、何よりも嬉しく感じます。

地に足をつけ、しっかりと基盤のできた女性であってください。思いを形にするには、自分が
定めた軸足できちんと立つことが大切。周囲の環境や状況など変えることができないものがあっ
ても、ぶれずに自分の方向性を見据えていけば、思いは形になります。
取材年月日：2016 年 12 月 19 日
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上川【東神楽町】
み

わ

三輪

よ し

こ

美子さん

ステンドグラス作家

旭川市出身。北海道東海大学芸術工学部デザイン学科（旭川市、現在は札幌市に統合）の卒業制作でステンドグラスを選択し、魅了されて作家になるこ
とを決意。東京都内の工房で経験を積み、1985年に独立。1990年に兄と合同でデザイン会社を設立後、2000年に単身で工房「GOLD.WINGS」を設立。

ガラスに思いを込めて、300 年後の未来につながるメッセージ
きっかけ

満足度

ステンドグラスを初めて見たのは、子どもの頃、旭川市内のカトリック教

私の作品を見て、
「元気になった」
「前向きな気持ちになれた」

会でした。その時は、キリスト教の世界観が少し怖いと感じましたがとても

と言っていただけることが、何よりも嬉しいです。受け取る方の

印象に残っていて、大学の卒業制作ではステンドグラスを選びました。夏

気持ちに寄り添い、私も一緒に前に進んでいけるような作品を

休みに東京都内の工房で実習し、初めてステンドグラスを制作したのです

作りたいと思っているので、ご依頼主と一緒に思いを発信してい

が、楽しくて大好きになりました。自分の頭の中のイメージ、目に見えない

けること、そしてご依頼主が喜んでくださっていることが一番

想像の世界を表現するために、ステンドグラス作家を志したのはこの時です。

です。旭川市内の大学で講師をした時、学生にはステンドグラス

卒業後は、同じ東京都内の工房に就職し、その後は兄がやりはじめたデザイ

制作の経験を実績として、自信につなげてデザインの世界で生き

ン会社で一緒に仕事をしていましたが、今は独立し私一人の工房で、主に

てほしいという願いを持ちつつ教えました。

個人の方からご依頼を受けて、住宅用のステンドグラスを作っています。

苦労

これから

ご依頼主のご希望と、自分が表現したいものを合わせて作品に

日本には、伝統的な日本らしいステンドグラスがあります。

するために、打ち合わせを何度も重ねます。ステンドグラスは、

私は、日本の伝統を守りながらそこに新たな技法も取り入れ、

修復を加えつつ 300 年は持つと言われている芸術品ですので、

これからの 300 年に向けてプラスのメッセージがあるステンド

強い思いを込めて表現したい。そのために技法を工夫し新たな

グラスを、ご依頼主と一緒に作っていけたらと思っています。

技術も取り入れながら作っています。世の中に訴えるものや

歴史的建造物の中には、日本古来のステンドグラスが多く使われ

時代に対するメッセージがないと、芸術ではないと思っています。

ていて、それらを保存する活動のお手伝いもし始めました。古い

必死に考えたデザインを、ご依頼主からは「芸術的すぎる」と

ステンドグラスの保存や修復も、次の世代に伝承していきたい

言われることもあります（笑）。

ですね。
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女性としてやっていくことは戦いでもありますが、自信を持って進めば大丈夫。忙しくて余裕が
なく大変な方もいると思いますが、少しだけ周囲にアンテナを張って一歩前に踏み出すと、今
まで想像もつかなかった世界が広がります。年齢は関係ありません！
取材年月日：2016 年 7 月 12 日
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上川【鷹栖町】
む ら か み

村上

きょう

こ

京子さん

ムーンライトレディース

代表

1962 年生まれ、東京都出身。九州産業大学（福岡県）卒業後、旭川市内の家具メーカーに就職。退職後２級建築士の資格を取得し、地元工務店を経て数年
後に独立。仕事で出会ったカナダ人のダニエル氏と結婚後、1995年に鷹栖町へ。2004年から犬ぞり体験の提供を始め、年平均約400人程度の来客数で定着。

愛する犬たちと心の底からの感動を
きっかけ

満足度

知り合いからハスキー犬の子犬を引き取ったことが始まりでした。

これまでの海外のお客様の口コミが影響して、お客様の大半が

友人から「ハスキー犬がいるなら一緒に犬ぞりを習わせに行こう」

外国からのお客様になっています。暖かい国の方々が、おそらく

と誘われ、知人の犬ぞり経験者の所で初めて犬ぞりを体験。うまく

人生で一度きりになるかもしれない、実際見たこともない犬ぞり

操れず転倒ばかりだったけれど、衝撃的に楽しく「これをずっと

を体験する為に遠路はるばる来てくださって、心の底からの感動

やっていきたい！」と思いました。その後、アラスカンハスキー

を味わってくださることは驚きでもあり、一番のやりがいでもあり

犬３頭を譲り受け、全てメスだったので、夫がチーム名を「ムーン

ます。また、犬たちの成長を見ることも喜びの一つです。人より

ライトレディース」と名付けました。現在は、その当時の犬たち

短い命の中で、一生懸命練習してソリ犬になって、彼らが生き生

の子供達も一緒に、家族チームで体験を提供しています。

きと輝き愛される喜びを感じていることは、私にとって自己満足
ではありますが、幸せで価値のあることだと思っています。

苦労

これから

雪に閉ざされる冬を楽しく暮らす為の私と夫の共通の趣味として

私達は、現在のような犬ぞり体験を事業として将来を展望できるような

始めましたが、やがてその楽しさを伝えたいという思いから犬ぞり

状況からスタートしたわけではありません。ようやくその可能性を感じる

体験を始めました。定着するなど全く思いもしませんでしたが、年数を

今は、この提供規模を自らが維持できる時間が短いというのが現実です。

重ねお陰様で多くの人に予約を頂けるようになリました。今は、私も

犬ぞりは環境に依存する側面が大きくその意味で立地の選択肢が限られ

夫も犬達も体力と健康を維持していく事が欠かせません。３６５日

ます。また平均１０歳で引退し１５年の寿命である犬達の引退後の暮らし

犬達と向き合い犬達の個性、年齢、能力など様々なことに配慮して

と幸せに責任があります。そのバランスをとりながら無理なく存続して

チームを作るのが私の役目ですが、美しい雪の中、命輝く皆とソリ

いける規模を模索しています。またこれまで小さく継続してきた生産

を走らせる時や、喜んでくださるお客さんの存在など、続けていこう

活動や、冬のリクエストをそれ以外の季節に結びつける工夫など、工夫

と思わせる魅力が、犬ぞりにはあると思います。

できる未来はまだまだあるなぁという思いです。
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華々しく成功してカッコイイ人たちだけに価値があるわけではありません。たとえ目立たなく
ても、その人らしくやってきた時間に価値があるのです。女性は、豊かな感性で価値を生み出
せます。自分の魂を喜ばせて、価値のある人生を積み重ねていきましょう。
取材年月日：2016 年 7 月 12 日
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留萌【増毛町】
い

む ら

井村

ゆ う

こ

裕子さん

國稀酒造株式会社 企画室

1955 年生まれ、増毛町出身。留萌高校卒業後、小樽市で観光会社の販売員等を経験し接客業を習得。2007 年、母との同居のため郷里に戻り國稀
酒造と出会う。きめ細やかな施設ガイドが観光客に人気。2015 年、國稀酒造の創業者と関係の深い小樽市の『観光大学』案内人マイスターを取得。

雰囲気ひとつに
「お客さまが主役」
のご案内を心がけて
きっかけ

満足度

学生時代から、歴史文学の本を読むことが大好きで、その趣味

私が案内した全国各地のお客さまから、御礼のお手紙や写真が

が高じて、國稀酒造のルーツや周辺の情報、他地域との関連性を

届きます。
また、
私を指名してくださるツアーのお客さまやリピー

調べることに熱中するようになりました。國稀酒造に勤めること

ターの方も増えてきています。自分が目標にしている「お客さまを

になったのは全くの偶然です。この様な歴史的な建造物などに触れ、

巻き込んだ、お客さまが主役」の案内が、受け入れられて喜んで

「せっかくなら」と、徹底的に調べてみました。これがガイドにも

頂けていることを、とても感じるようになりました。外国のお客

とても役に立ち、地域のお客さまには、より良く地元を見直して

さまであっても、言葉は通じなくともユーモアは通じます。障がい

もらえ、他地域の方には、増毛町との関係性など知って喜んで

のある方も、お年寄りも、個性に合わせての案内を心がけることで、

もらえ、ますます興味がわき、継続してきました。今では、國稀

「楽しかった」
の嬉しいお言葉を頂くことが出来ています。

酒造との出会いも天命かと思っています。

苦労

これから

元来、人前に出ることが苦手で、ガイドの役割に慣れることから

案内がマンネリにならないよう自戒しつつ、増えてきている

始まり、案内をしてみると、時間配分、声量、間に気を使います。

外国のお客さまへの対応力をさらに高めようと、英語の勉強も

また、通り一辺倒で独りよがりの説明では、お客さまの気持ちは

しています。ボディランゲージを併せ、自分の言葉と気持ちを

掴めませんでした。お客さまは、こちらに知識があるという前提

込めてコミュニケーションが出来れば、もっと楽しんで頂けると

で質問してこられますし、出身地などのお人柄の下調べが出来ない

思います。また、これからの観光産業発展のためには、増毛と

予約外の方や専門分野の方もいます。興味をもって頂きたいので、

いう一地域に止まることなく、オール北海道、オール日本体制が

私自身の探究心もありますが、どんな方にも笑顔で案内に参加して

必要な時代に入っていると思います。私自身、全国各地に仲間が

もらえるよう、様々な土地や職業など情報収集し、話題に出来る

居て色々な情報共有を図っていますので、そのようなネットワーク

ようにしています。

を通じて気運を高めていきたいですね。
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家事は年中無休ですが、目の前の仕事に追われると本当にしたい事が後回しになります。とかく
女性は完璧を求めがちですが、「逃げられないこと」と、とらわれず、優先順位をつけて、家事の
断捨離をしてみてください。手抜きもシェアする勇気も必要ですね。
取材年月日：2016 年 11 月 30 日
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留萌【羽幌町】
え び

な

蝦名

も も

こ

桃子さん

有限会社蝦名漁業部（甘えび専門店海の人） 専務取締役

1976年生まれ、羽幌町出身。高校を卒業後、札幌市で就職。地元に戻り、
エビかご漁師である夫と2002年に結婚。2013年から蝦名家の漁師
飯である
「酒蒸し甘えび」
を加工販売し、
「平成26年度北のハイグレード食品＋
（プラス）
」
に選定される。家族は夫と息子が3人
（中1、
小5、
小2）
。

甘えびの価値を上げて、浜に活気を取り戻す
きっかけ

満足度

初めて行った朝の市場に、
この町にもこんなに活気がある場所が

「酒蒸し甘えび」がレストランのコース料理やおせち料理にも利用

あるんだと感動しました。
しかし、漁業は、自分たちで値段を付ける

されるようになりました。禁漁期間に漁師達を連れてイベントで、

ことができない世界、燃料や資材が高騰しているのにエビの値段は

実際に売ってもらうと、最初のうちは黙って見ているだけでしたが、

変わらない、
このままでは、漁師の生計が成り立たなくなるし、若い

実際に消費者のみなさんに「おいしい。」といって食べてもらえる

漁師たちも夢がもてなくなる。そこで、甘えびを加工して、その味を

現場をみることで、自分たちがとったものを認めてもらえたうれしさ

全国に届け、甘えびのおいしさを知ってもらうことで、甘えび自体の

を感じたようです。これまで、市場に出して終わりだったものが、何の

価値が上がれば、エビ漁師をしている人みんなが喜べると思いま

ために自分はエビを捕っているのかということがわかることで、若い

した。また、加工の仕事は、子育て中でも都合に合わせた勤務が

漁師達が漁業に楽しみをもって沖に向かうようになったと思います。

できるので、漁師の奥さんの雇用の場にもなると思いました。

今では自分達からイベントに参加したいというようになりました。

苦労

これから

食品加工をすることは初めてのことだったので、施設の検査など

まだまだ始めたばかりで試行錯誤しています。いろいろと新しい

わからないことだらけでした。また、加工をやることで漁の手伝い

商品の開発も行っていますが、これからもエビの魅力が詰まった、

ができなくなることに悩みましたが、夫が背中を押してくれました。

エビの魅力を消さない商品づくりをしていきたいです。そして漁師

地元の人の中には、
「生の新鮮なエビが食べられる町で、加工した

でもやればできるというところを見せたいし、そうなりたいと思い

エビなんて売れないよ。」という人もいました。作った商品が売れ

ます。将来的な目標は空港で販売されて、それが飛行機の機内食

ないことには、新たに商品を作れないし、設備投資などにお金も

に使用されたりしたらいいなと思います。いつか夢は叶うと思って

かかるので、本業である漁業に影響が出ないようにといろいろな

います。これからも日本一の甘えびを宣伝していきたいです。

商談会に参加して、販路を広げるための努力をしています。

北の

女性たちへの

メッセージ
35

あきらめなければ絶対にできるし、無理だと思っていたことも無理じゃなくなる。一生懸命やっ
て一生懸命人に伝える。正直にまっすぐ自分を出すことで、味方になってくれる人も増えると
思います。
取材年月日：2016 年 10 月 12 日
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留萌【遠別町】
た つ ざ き

立崎

ゆ

き

由樹さん

Ｃｏｍｅｄｏｋｏｒｏ－コメドコロ－

店長

1993 年生まれ、小樽市出身。高校２年生の時、当時交際していた大学生の就職先が遠別町に決まり、試しに遠別町を訪れた際に町民の
温かい人柄にふれ、結婚を決意し遠別町に移住。就職しながら通信制で高校を卒業、2012 年に結婚。2015 年 4 月に「コメドコロ」をオープン。

看板メニュー
「えんべつロール」

人の輪が広がり、また行きたくなる地元密着カフェ
きっかけ

満足度

私が遠別町に移住したのは、この土地の人柄に惚れたからです。

お客様には、お店でくつろいでもらいたいし、一期一会の出会い

初めて来た時から皆さんとても親切にしてくださり、大好きになり

でも記憶に残る店になってほしいと思って、必ず会話をするよう

ました。移住後すぐに仲間ができ、みんなで集まっていた時に「え

心がけています。1 年目は、道の駅という場所のため観光客の方

んべつＢ級グルメコンテストに出場しよう」という話になり、料理が

が多く来られ、旅行の後にお手紙をくださる方もいて、思い出に

得意な私がメニューを考えることになりました。出場した結果、「え

残る店になれたことが嬉しかったです。２年目は、地元の方が多く

んべつロール」が 2012 年の準グランプリになりました！周囲からは

来られて、お客様同士が友人になるなど町内では少なかった交流

「このまま終わるのはもったいない」という声があり、NPO えんべつ

の場になっているので、良かったなと思っています。子どもたち

地域おこし協力隊の方から「道の駅の店舗を借りたので、ここで何か

もたくさん来てくれて、休日には「コメドコロに行きたい！」と

やってみて」と頼まれ、「コメドコロ」をオープンしました。

言ってくれる子もいるようで、とても嬉しいです！

苦労

これから

道の駅の店舗は、以前は飲食店をやっていたけど辞めてしまって、

「コメドコロ」は、遠別町産のものを使うことをコンセプトに

直近では喫煙室として使われていたものでした。まずは掃除が

しています。米粉は、遠別農業高校で育てたもち米を町内の業者

とても大変で、汚れや臭いがどうしたら取れるのか試行錯誤し

さんに粉にしてもらっています。野菜は、オロロン農協女性部の

ながら取り組みました。改装も、資金がないから自分でやろうと

「花菜夢（かなむ）
」さんから主に仕入れていますが、最近では他

思い、町の大工さんに方法を教えてもらったり、皆さんに手伝って

の農家さんや町内の方々が「これ使って！」と食材を提供して

もらって進めました。店は、小さい子どもにも来てもらいたいと

くださることも多く、こうやって人の輪がどんどん広がっていく

思っていたので、どうしても小上がり席が欲しくて自分たちで

店にしていきたいですね。あと、夏休みに「子ども店長」という

作りました。皆さんのおかげで、なんとかオープンまでに完成で

企画をやって大好評だったので、子どもたちと一緒に料理教室や

きました。

親子体験教室などをやってみたいです。
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チャンスがあったらまずやってみてください。好きなことなら続けて、嫌いなことでも続けて
みたら好きになるかもしれません。どんなことでも自分の経験になります。やる前に諦めない
で取り組んでみたら、ちゃんと見ている人がいて次のチャンスがやって来ますよ。
取材年月日：2016 年 10 月 21 日
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宗谷【枝幸町】
しょう

じ

小路

か お

り

香里さん

トリニティスノーボードスクール ＪＳＢＡ公認 Ｃ級インストラクター

1972 年生まれ、留萌市出身。札幌市内で 20 歳からスノーボードを始め，23 歳でプロに。1998 年長野冬季五輪のスノーボード・ハーフパイプの日
本代表選手となる。2005年に結婚し2009年に枝幸町へ。地域総合型スポーツクラブ「枝幸三笠山スポーツクラブ（EMSC＝エムスク）」設立時の理事。

大好きなスノーボードの楽しさを地元で教える
きっかけ

満足度

札幌市内でアルバイトをしながら自分のやりたいことを模索して

小学生を対象にスノーボードを教えることが多いのですが、子

いた時、テレビでスノーボードのハーフパイプを見て「やってみたい！」

どもたちにスノーボードを教えられることに喜びを感じています。

と思い、スノーボードを始めました。選手時代は、国内外で転戦し、

プロ時代に人に教える機会があり、その時には「ちゃんと教えな

長野五輪にも出場できて充実していましたね。結婚後、夫の仕事の

きゃ」という思いが強くてうまくいかず自分は講師に向いていない

都合で枝幸町に移住し子育てに専念していましたが、住民が自主運営

と思っていたのですが、「教える時はほんのちょっとのアドバイス

するエムスクの存在を知りました。地域のスポーツ振興という理念

で良い」ということに気づくことができ、やっぱりスノーボードと

に賛同し、私にも何かお手伝いできればと思い、立ち上げの１年後

いう特技を活かしたいと思って、インストラクターの資格を取り

に理事になりました。今は理事を退任し、スノーボードスクールの

ました。子どもたちが上達して、寒さを忘れてワイワイ楽しそう

インストラクターとしてエムスクに協力しています。

にスノーボードをやっている姿を見ると、本当に嬉しいです。

苦労

これから

エムスクの立ち上げ時には、会員がなかなか集まりませんでした。

今は、介護士として施設でパートの仕事を主に行っており、ス

地元の方々は、新しく始まったクラブの様子を少し見ている、

ノーボードスクールのインストラクターは、自分の時間が空いて

といった感じでした。最初は、外部講師を呼んでエアロビクスなど

いる時や、エムスク等で講師が少ない時に協力しているかたちです。

を実施していましたが、町の皆さんは興味がありながらも消極的

これからも気負わず、できる時に教えるという今のかたちを続けて

だったんです。でも少しずつ会員が増えて、町営体育館等スポーツ

いきたいですね。スノーボードが大好きなので、たくさんの方々に

施設の指定管理を受けてからは、サッカー場、野球場、スキー場

楽しさを知ってもらいたいし、エムスクにもできる限り協力してい

等様々な施設の運営を任され、外部講師だけでなく職員自らが指導

きたいです。自分としては、選手時代によく行っていたニュージー

できるようになり、町のスポーツを充実させることができました。

ランドやカナダで、
いつかまた滑ってみたいです。夢ですね（笑）
！
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自分が何をしたいのかわからない時もあると思いますが、やりたいと思ったことはやってみた
方が良いです。自分に素直になってみると、やりたいと思うことがきっと現れます。やりたい
ことが見つかったら、多少困難なことがあっても頑張れます。
取材年月日：2016 年 12 月 15 日

2016

オホーツク

26
35

オホーツク【湧別町】
か た お か

片岡

せ つ

こ

節子さん

チューリップ栽培愛好家

1955 年生まれ、湧別町出身。東海大学建築学科卒業後、東京都の大手建設会社に入社（一級建築士）。帰郷して実家の建設会社を手伝う。体調不良となった
夫に代わり、家の中心的存在として農業に従事。その傍らチューリップ公園のボランティアガイド等の地域活動に参加。現在は農協にパート勤務。

「1日を大切に生きる」
、人と人との繋がりが活力に
きっかけ

満足度

地元中学では女子初の生徒会長を務めるなど好奇心旺盛で男女

チューリップの魅力を知ってから写真を撮るようになり、癌で

の差を意識せず生きてきました。建設業界にいた頃は、図面作成

入院していたときに、これまで撮り続けた写真を整理してまとめ

などで女性特有の細やかさは評価されましたが、女性はお茶汲み

たものが 11 年前からチューリップ公園などで活用され、以来

など簡単な仕事だけが当たり前の時代だったので、職場では男性

「チューリップおばさん」
の愛称が定着しました。テレビや新聞の

中心社会との闘いでした。16 年前、義父が癌を患ったことで、

取材を受けると共に、投稿がライフワークとなり、人と人との

自分も検診を受け、癌を早期発見でき、「明日死ぬかもしれない、

繋がりが広がっていくことに喜びを感じます。チューリップ公園

今日できることは今日やる」
「日頃から 1 日を大切に生きる」を

でボランティアガイドをしていると、「テレビに出ていた方でしょう」と

モットーに、仕事をしながら家事、子育て、介護をこなしつつ、
様々

声をかけられたり、新聞記事を読んだ方からお手紙が届いたり、

な地域活動を続けてきました。

時には訪ねてくる方もいます。

苦労

これから

建設業から一転し農業をはじめる際には、何もわからない中で

最近まで町の社会教育委員を務め、地元合唱団の代表も続けて

多くの方に支えられ、人が助けてくれるありがたさを実感したので、

います。人との繋がりで映画鑑賞会や音楽コンサートの企画運営

農業をやって良かったと今でも思います。農業に誇りを持つと共

を任されるほか、仲良くしている町社会教育委員長の宮澤さんと

に自然の素晴らしさを発見でき、作業の合間に写真を撮ることが

共に様々な地域活動に精力的に関わっています。チューリップ図鑑

息抜きになりました。力仕事もありますが、「『女性だから』でき

も年々数が増え、今では 8 冊 800 種類以上の写真をファイルし

ない」と言われた時は納得できず、「『あなたには』の間違い」と反論

ています。
忙しくなるとチューリップ公園に通う時間もないので、

します（笑）
。日々を大切に生きることは難しいことで、「来年は

自宅の庭でチューリップ 400 種類以上を栽培し、写真を撮って

いないかもしれない」という状況に陥らなければわからないのが

います。外での活動が充実している代わりに、家の中はなかなか

悲しいところです。

片付かないのですけどね（笑）
。
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趣味やボランティア活動などで深まる社会との関わり、広がる人との繋がりが、心豊かに生きる
力を支えてくれると実感しています。仕事を持つ主婦が活動をするには、多少の家事の手抜き
も必要。夫の協力があって活動できれば、元気も倍増です。
取材年月日：2016 年 10 月 25 日
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オホーツク【滝上町】
た

な か

田中

よ う

こ

陽子さん

風香房

前代表

1957 年生まれ、滝上町出身。名寄女子短期大学栄養学科卒業後、滝上町の放課後児童保育に従事し、役場臨時職員を経て結婚。1988 年、
ハーブ栽培や加工品の製造・販売を目的とした「風香房」
の立ち上げに参画し、翌年から1998 年まで代表を努め、現在も中心メンバーとして活動。

好きなハーブ栽培で町を盛り上げ、ママの就業にも寄与
きっかけ

満足度

滝上町が、芝ざくらに続く観光基盤づくりとして注目したのが

ハーブ商品の生産・加工では、大きな設備投資や経済的な負担

香りの植物（ミント生産日本一）による観光でした。私がハーブ

はありませんでした。最初は、町設の加工センターなどを活用し

栽培を行うようになったのは、井上幸子さん（由仁町「ゆにガー

て作業し、その後、実家の倉庫の 2 階部分を専用の作業場として

デン」園長）に誘われたのがはじまりで、1989 年に「香りの里

使用しています。もともと町から商品開発を依頼されて始めた

ハーブガーデン」が整備される 1 年前、観光 PR のために役場の

こともあり、商品開発で資金が必要となったときも町が半額を

観光課からハーブを使用した加工品などの商品開発を依頼され、

補助してくれるなど、様々な支援を受けました。営業で物産展等

井上代表とともに「風香房」を立ち上げました。翌年、井上さん

を回って、お客様からハーブティーなどを美味しいと言っていた

がハーブガーデンの代表に就任することとなり、私が「風香房」

だき評価されたときは一番嬉しいです。また、毎年のミントの

の代表になりました。

出来あがりも楽しみにしています。

苦労

これから

昔から野草が好きで、庭に植えてケーキに入れたりドライ

ハーブの収穫や商品の加工・生産は、7 月から 10 月の季節的

フラワー等を作って楽しんでいました。「風香房」を 1988 年に設

な作業で、多いときは 7 〜 8 人のパートを雇っています。これま

立してから初期の頃は、日本経済がバブル期で商品がおもしろい

で約 30 年、子どもが小さくフルタイムで働けない方々を何人も

ように売れましたが、現在は低迷しており苦労しています。代

入れ替わりで雇ってきました。最近は、子どもが小さくてもフル

表をしていた時は、従業員に給料を払うとほとんど残らないこ

タイムで働く方が増えて継続するようになったので、少し年齢層

ともあり、子ども達が大学に進学する頃は家計も大変で家族の理

は高いです。今後は、ハーブを使った新商品の開発や新たな活用

解が得られないこともあり、代表を降りて一従業員となりまし

方法にもチャレンジしていきたいです。また、滝上町では「滝上

た。夫が、町にはこの事業が必要だということを理解してく

100 人女子会」という幅広い年齢層の女性が集まる機会がある

れたので、なんとか続けられました。

ので、後継者が見つかればと思います。
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毎日の仕事に追われ、明日の天気を気に掛けつつ収穫の時期が過ぎる。そんなことの繰り返し
で早 30 年。好きな事をしていても迷いや不満はありますが、沢山の人に支えられ何とかやって
きました。人との繋がりや出会いを大切に、これは一生の財産です。
取材年月日：2016 年 10 月 25 日
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オホーツク【興部町】
ふ じ

た

藤田

あ き

こ

明子さん

おこっぺスタイル ま・な・ぶ

代表

1969 年生まれ、興部町出身。北海道立旭川高等看護学院卒業後、稚内市の保健師として勤務。その後、興部町の保健師として勤務し 2011 年
に退職。29 歳で結婚し、現在中学 2 年生と小学 2 年生の子どもがいる。2015 年に仲間と共に「おこっぺスタイル ま ･ な ･ ぶ」を設立。

（左から）山根詩織さん、藤田明子さん、高田裕美さん

女性の感性を活かして
「ゆるく・がんばらない」
をモットーに
きっかけ

満足度

町の中には、いろいろな能力や魅力、技術をもっている方がた

「ま ･ な ･ ぶ」の活動は、主に地元の方に講師をお願いして、得

くさんいます。サークル等はいっぱいありますが、その垣根を越

意分野を披露していただくとともに、参加者に学ぶ機会を提供し

えて魅力ある方々をシェアする、活動をＰＲする場があってもい

ています。事務局メンバーも自ら講師としてアロマ等のノウハウ

いのではないかと、ママ友の山根詩織さんに打ち明けたのがきっ

を披露するなど楽しみながら活動しています。これまで、編み物

かけです。山根さんは、以前から色々な事を学びたい意欲はあっ

や料理などのテーマで講師を見つけて開催しましたが、参加者か

たけど家が自営業で頻繁に札幌市や北見市に通えないという思い

ら賛同を得られたり、参加者自身がやりたいことを見つけ、新し

があったので、意気投合しました。また、パソコンを使って在宅

いことにチャレンジしたり、何かを学び始めるきっかけになった

ワークを行っている高田裕美さんと、さらに 1 人が合流して、現

ときが一番嬉しいです。また、講師自身がイキイキとみんなに伝

在４人の事務局を中心に活動しています。

えようとする姿にも感動します。

苦労

これから

仕事を続ける上で、子育てが大きな負担とは感じていませんで

今後も活動を続けていくために、
「ゆるく・がんばらない」をモッ

したが、上の子が小さい時、自分がイメージするような子育てが

トーにしています。
皆さん家庭や仕事があるので無理しないよう、

できていなかったのではないかと改めて考えるようになり、もっ

疲れたら休み、自分たちも楽しみながら続けていきたい。ただ、

と子どもと一緒にいたいという自分の本当の気持ちに気づきまし

多少疲れていてもこれはやりたいと感じるときは、自分の喜びに

た。42 歳のとき、役場の人事異動が自分は何をしたいのか見つ

なっているときかもしれません。活動資金の面で、必要な経費は

め直すきっかけとなり、退職を決断しました。また、山根さんは、

みんなで負担していますが、会場使用料の負担が大きいので、各

工場経営の家に嫁ぎ、仕事一筋のご両親の手前、外で何かをやる

種助成制度の活用を検討したり、町教育委員会などから支援を受

ことに「やっちゃいけないもの」と思い込んでいましたが、決断

けながら、楽しく学んでいければと思います。

して参加してくれました。
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好きなことや特技を分かち合い表現することで、新たな繋がりや扉が開かれ、楽しみながら
自分を成長させることにつながります。「育む」
「創造する」という女性の特性を閉じ込めず、今
いる場所で表現し、女性がイキイキ輝けば、家族も社会も幸せが循環します！
取材年月日：2016 年 10 月 25 日
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十勝【幕別町】
お

が さ わ ら

小笠原

み

な

こ

美奈子さん

農家のお店 ひより

店主

1970 年生まれ、幕別町出身。短大を卒業後、幕別町役場に保育士として入庁。結婚後、産休・育休を経て退職。2012 年に夫の実家に就農。
2013 年から農家の店「ひより」をオープン。十勝若手女性農業者ネットワーク「農と暮らしの委員会」メンバー。家族は夫、長女、長男。

「愛を感じる」農家のお店で地域を盛り上げたい
きっかけ

満足度

結婚 16 年目の 2012 年に夫の実家に就農することになり、
翌年経営移譲しました。私自身、農業をやることにとても後ろ

管内を中心に旅行客が立ち寄ってくださり、何年も繋がって、そう

向きでしたが、やるからには自分の道を切り開きたいと思い、
ジュ

いった中で「ひより」ファンという方々がお子さんの学校の間に

ニア野菜ソムリエの資格を取り野菜の勉強をしました。レタス中

手伝ってくれたりもします。直接対面しての販売なので自分たち

心の野菜農家でしたが、自家用で作るトウモロコシがあまりに美

の作った野菜に対し、
「元気が出る」
「愛を感じる」更には「ここに

味しかったのでいろんな人に食べてほしいと思ったのがきっかけで、

来ると癒される」と言っていただくことも。自慢のリーキ※が営業

農園の敷地内にテントを張り、薪ストーブで茹でて販売しました。

の末、地元はもちろん札幌などのホテルや飲食店にも広がって

それがとても好評で、近所の商店跡の建物を譲っていただき、そこ

評価をいただき、頑張りに結果がついてくると自信も持てるよう

から農業 2 年目に農家のお店「ひより」を始めました。

になってきました。

苦労

これから

小笠原農園は、私たち夫婦と夫の両親の家族経営ですが、私たち

将来の夢は、羊やアルパカなどの動物を飼って、家族で仲良く

の就農後は作物の種類を増やしたこと、また、普通一般に行われ

ファームインをして地元を盛り上げることです。それにはまず、

ている栽培方法から有機栽培に移行したこと、さらに、お店を始め

もっと勉強をしていろんな人においしいと笑顔なってもらえるよう

たことで、仕事量がとても増えてしまいました。また、「ひより」

な野菜作りをすること、そこから「ひより」を充実させ農業経営

の営業期間（８〜９月）は、朝もぎトウモロコシの収穫時期でも

から独立したものにして、年間を通して営業できるようにすること

あるため、その大仕事を終えてからの開店準備は少々きつく、みる

を目標にしています。農業を始めて 6 年とまだまだですが、1 年

みる痩せていきます。でもスタッフやお客さんに支えられながら、

1 年成長を感じ、やりがいも出てきました。これからも幕別町、

充実した毎日を送っています。

十勝、北海道と人との繋がりを大切にしていきたいと思います。
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期間限定ですが、自分の居場所が持てたことは大きいです。十勝

一歩を踏み出してみると意外となんてこともなかったりします。夢は口に出して言ってみましょう！
そして言い続けることが大事です。常に夢を口にしていると、きっと協力してくれる人が現れ
ます。ピンときたらワクワクする方へ！が私のモットーです。

※ リーキ…西洋ネギ。地中海沿岸原産の野菜で、ポロネギとも呼ばれる。

取材年月日：2016 年 11 月 2 日
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十勝【広尾町】
き く

ち

菊地

あ

き

亜希さん

菊地ファーム、ピロロフェス実行委員会

代表

1984 年生まれ、千葉県出身。帯広畜産大学を卒業後、大樹町で 2 年間酪農の実習を受け、夫と広尾町で就農。町の魅力や大切さに楽しみながら
気付くきっかけをつくることを目的に一次産業・食・音楽・雑貨販売を融合させた体験型イベント「ピロロフェス」を企画運営。家族は夫と長女（0歳）。

菊地さん
（右）と夫と長女

産業体験イベントで、町に恩返ししたい
きっかけ

満足度

広尾町に就農してからずっと、温かく迎えてくれた町に恩返しを

一次産業に触れる機会がなかった方々が実際に産業を体験し、その

したいという気持ちがありました。2013 年に町主催の「広尾みら

空間を感じてもらうことができました。林業の体験では伐採を実際

い塾」に参加し、初めて農家以外の同世代の方たちと交流を持ち、

見学し、その大変さを感じました。普段何気なく見る景色ですが、

そこで町民には酪農が盛んなことが知られていない事を知りました。

それは管理している方がいるからこそ、当たり前のことではなくそこに

自分たちは誇りを持って就農したので、もっと認知して欲しくて

林業という産業があることをわかってもらえたのではないかと思い

楽しみながら知るきっかけになればとピロロフェスを企画しました。

ます。また、このイベントがきっかけで牧草の収穫作業を見学にきた方

また、町の基幹産業である一次産業をもっと知ってもっと町を好き

もいて、興味を持ってもらえたことに達成感を感じます。実行委員

になるきっかけにしたいと２年目は林業、３年目は漁業とそれぞれ

はみんなボランティア、毎回大変すぎて「もうやだ」と思うのですが、

の産業をテーマとしたイベントとして開催しています。

お客さまの喜ぶ顔を見るとまた頑張れます。

苦労

これから

１年目は自分の思いと勢いで開催することができましたが、

続けることに意味があると思っています。イベントにかけられる

２年目以降は実行委員の中にも辞めていく方がいたり、酪農以外

予算が少なくなっても、形を変えながら続けていきたいと思って

の産業をテーマにすることで運営に関わる方は増えましたが、意見

います。自分自身としては、牧場で加工品をやりたい、という夢

の食い違いも出てきたりと実行委員会を進めていくことも大変で

があります。ここに乳製品のお店をひらく。それがきっかけで、

した。イベントとしては、例えば、酪農なら乳牛はいつでも牛乳

町外の方たちにも広尾町を知ってもらう。ここに…この場所に来て

を絞れると思っている方もいる、そういった素朴な疑問に答え、

もらうことに大きな価値があると思っています。「この牧場がある

ちょっとでも興味を持ってもらえるようポップな感じで身近に産業

から広尾町に行きたい」という存在になりたい。それが、私の

を感じていただける体験メニューなどを工夫しました。

この町・この地域への恩返しになると思っています。
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１回目を開催したとき、手書きの手紙に思いを綴って、参加を呼びかけたことで多くの方に共感
してもらえたのだと思います。思いがあれば困難があっても頑張れるし、アドバイスをくれる
方もきっといます。あとは何よりもまず、自分が楽しんでやることかなと思います。
取材年月日：2016 年 11 月 2 日
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十勝【陸別町】
さ か

い

坂井

と も

こ

友子さん

陶芸家、cafe ＆うつわのお店 tomono

オーナー

1974 年生まれ、新潟県出身。新潟大学院で書道を専攻していたが趣味で陶芸教室に通い、中退して陶芸家として全国の陶芸窯、カフェ、
美術館等を巡る旅をし、2001 年に陸別町に移住。2013 年に「tomono」
を開店。夫、子ども４人と共に町内在住。

豆 乳 リ ゾット と
自家製パン
（ コ ーン ）

毎日笑顔で幸せあふれる
「うつわカフェ」
きっかけ

満足度

高校生の頃からカフェが大好きで、いつか自分の店を持ちたい

毎日嬉しく、毎日幸せで、毎日が満足しています。不満は全くあ

とずっと思っていました。趣味で陶芸を始めたのも、カフェに生

りません！念願だった自分の陶芸窯を持ち、自分で作った器を使っ

かせると思ったからです。大学院を中退し全国を巡っていたのは、

てカフェで料理をお出しすることができて、本当に嬉しいです。20

自分の陶芸窯を持ちカフェを始めるための場所を探していたんで

年くらいかかって夢が実現しました！放課後に書道教室と陶芸教室を

す。実は、アフリカまで行ったんですよ（笑）！でも、やっぱり

やっていますが、本当にカフェの仕事が好きなので、書道教室の日

食べ物がおいしい所がいいと思って北海道に焦点を絞り、幾つか

は昼間に市街地のカフェでお手伝いをしています。うちのカフェは、

の町に移住の問い合わせをしたところ、陸別町が一番先に住居を

本当に辺ぴな場所にあるのですが、お客様から「この場所にあって

提供してくれて、夫の仕事もすぐ決まったので、移住しました。

良かった」
と言ってもらえると、ここでやって良かったと感じます。

苦労

これから

カフェは、できれば都会ではない場所がいいと思っていたので、
陸別町内でもあちこち探しました。現在、カフェをやっているこ

ずにどこででもできることをやってみたいと思って、写真と文字を

の建物は、元簡易郵便局で商店もやっていたので改装しやすいと

インスタグラム（モバイル端末の画像共有サービス）で発信し始め

思って、3 回目の引っ越しでようやくここに落ち着きました。そ

ました。書道を長くやっているので文章や言葉になじみがあり、

れからカフェの内装を手作りして、7 年くらいかかって店をオー

陸別町の広報誌や道新のコラムに連載をしていることをきっかけに、

プンすることができました！一番大変だったのは、金銭面かな。

写真も好きだったので両方を組み合わせて、写真と言葉の発信を

この場所は、陸別町の市街地から車で 15 分くらい、周囲に何も

広げていけたらと思っています。他には、サッカー審判の資格を取

ないので「はぐれカフェ」なんて言われていますよ（笑）。

得して娘のチームでやっているので、こちらも続けたいですね！
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カフェも陶芸も書道も「場所」が必要なことですが、場所を選ば

絶対に笑顔を絶やさずに前を向いている、それだけで毎日幸せになれます。人は幸せになるた
めに生きているのに、幸せでは申し訳ないという思いがどこかにあるような気がします。幸せ
で当たり前！毎日生き生きと、胸を張って堂々と幸せに過ごしてください。
取材年月日：2016 年 9 月 16 日
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十勝【芽室町】
す ず

き

鈴木

ゆ

か

由加さん

手づくりおかずのすずきっちん

代表

1965年生まれ、帯広市出身。専門学校を卒業後、美容室を開業。1987年畑作農家の夫と結婚。2001年に農産物加工施設
「すずきっちん」
を開業。十勝キャリアデザインネットワークの第 3 回キャリアデザイン大賞を受賞し、現在会長も努める。家族は夫と長女夫婦。

農業を楽しんで、おいしい手づくりおかずをお届け
きっかけ

満足度

21 歳の時に農業を営む夫と結婚しました。土に触れるという

この仕事をしていると商品を通じて知らない人と繋がることが

経験がなかったので、農業はすごく新鮮なことでした。しかし、

多々あります。ある繋がりを通じて大阪の高校生から学校祭で行う

農業に関わるうちに「自分はアルバイトとかわらない。」
「夫のパー

模擬店用の「いも餅」を作って欲しいという依頼がありました。

トナーになれていない。
」と感じるようになりました。その頃、

サンプルを送ると高校生が別のものに加工し、更にこちらも学生の

芽室町が女性農業者のスキルアップに力を入れており、自分も道外

要望に応える修正をするなどやりとりをして、商品を完成させま

へ研修に行きました。この時、農業の付加価値化などに取り組む

した。その高校生が修学旅行で芽室町を訪れ、対面式へ出席すると、

全国の女性達に出会い、自分は地に足がついていなかった、自分

模擬店のために学生がお揃いで作ったＴシャツを私の分まで作って

がやれる事は何かと考え、規格外野菜で農産加工品の製造販売を

くれていたのですよ！ 1 本の線が２本、３本と繋がり拡がっていく

しようと思いつきました。

ことを実感しています。

苦労

これから

25 年前婦人科の病気で子どもが産めなくなり、その半年後、

商品内容をもっと充実していきたいという野望は当然あります（笑）。

今度は交通事故で顔に大けがをしました。女性として大切なものを

それから、娘が結婚して、思いもよらず農業の後継者になってくれ

失ったと、2、3 年下を向いて生活をしていました。ただ、その

ました。今、夫婦そろって一生懸命に農業をやっています。私が

時に農業としっかり向き合うことができたのだと思っています。

何か教えられるわけではないけれど、娘が楽しいことを見つけな

また、販売をはじめた最初の 3 年は商品を売るノウハウを全く

がら、農業をやっていけるよう、私も日々を楽しく過ごしたいと

持っておらず、鳴かず飛ばずでした。それでも全国の仲間たちが

思っています。自分の楽しさは自分でしか見つけられないもの

「すずきっちんホームページプロジェクト」を立ちあげ、協力いただ

だから…。そして、私はこれからも夏は一生懸命働いて、冬は一生

いて「すずきっちん」のホームページを作り上げ、そこから少し

懸命遊んで、よく笑う。そうすれば健康でいられると思っています。

ずつメディアにも取り上げられるようになりました。
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できない理由だけを考えないこと。どうやったらできるのか。やらなきゃいけないじゃなく、
自分のしたいこと、思いを口に出していれば、必ずカタチになるのです。誰かの耳に入れば、
そこから繋がって応援してくれる人が現れますよ。
取材年月日：2016 年 11 月 1 日
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十勝【本別町】

本別発・豆ではりきる母さんの会
1995年にＪＡ女性部の味噌作りサークルが結成され、菓子作り、豆腐作りのサークルが次々に発足。2000年に３つの会が統合し
「本別発・
豆ではりきる母さんの会」を設立。豆の加工品を製造・販売し、「日本一の豆のまち」をＰＲしている。

本別の豆のおいしさをたくさんの人に知ってほしい
きっかけ

満足度

農家である私たちは、自分たちが作ったおいしい豆をもっと

やっぱり、お客様に「おいしい」と言ってもらえることが一番

食べてもらいたいという思いから、ＪＡ女性部の活動の中で味噌

嬉しいです。直接お客様とふれあって豆のおいしさを知ってもらい、

作り、菓子作り、豆腐作りのサークルを立ち上げました。それぞれ

リピーターの方が増えているので本当に嬉しいですね。あとは、

自主活動していましたが、「本別町の豆のおいしさをもっとたく

一緒に活動する仲間ができたことも良かったなと思っています。

さんの人に知らせたい」と考えるようになりました。そこで、３つの

本別町の豆を使って何かしたいとずっと思っていて、仲間がいたの

サークルを１つにして「本別発・豆ではりきる母さんの会」を設立

でここまでやることができました。今では、加工品を作りながら

しました。2000 年に「北海道農業元気づくり事業」を活用して

色々な話をして、悩みを相談することもあります。そして、売れ

「本別まめ工房」を建設し、本格的に加工品の製造を開始しました。

苦労

行きが伸びたらもっといいんですけどね（笑）
。

これから

まず、活動を知ってもらうことが大変でした。農業の合間に工房

私たちも年齢を重ねてきたので、できれば若い方にメンバーに

に行かなければならないので、最初は家族の理解を得るのも難し

なってもらって、その方たちに技術を継承して 10 年、20 年と

かったですね。企業化したために、それまでの気軽なサークル活動

長く続けてほしいなと思っています。でも、ちょっと難しいかな

とは違って売り上げを伸ばさないといけないので、作ったものを

と思いますので、今は自分たちのできる範囲で、今のままやって

どうやって売るのか悩んで、訪問販売などもしました。札幌市の

いきたいですね。商品開発では、もう少し保存のできるものを

イベントで出店した時には、「本別町ってどこ？」と聞かれたり…

考えて作っていきたいです。そして、少しでも収入につながれば

（笑）。でも、地道な努力が少しずつ実って、今では「豆のまち

いいな（笑）
。
「日本一の豆のまち本別町」が、もっとたくさんの

本別町」をたくさんの人に知ってもらえたと思います。
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人に知ってもらえるように、これからもがんばっていきます。

何か始めたいと思った時、
身近なところにチャンスがあります。家族を大切にして感謝しながら、
でも家に閉じこもらないで思い切って外の世界に出てみると、みんな扉を開いて待ってくれて
いるのです。「為せば成る」
、悩むなら実行しましょう！
取材年月日：2016 年 9 月 16 日

2016

十勝

十勝【更別村】
ば

ん

ば

国際トラクターＢＡＭＢＡ実行委員会
2003 年に農業用トラクターを馬（メカ馬）に見立てたバンバレースを更別農業にちなんだ手づくりイベントとして開催。村内外から約
200 名が実行委員としてイベントを運営。14 回目を迎える 2016 年に女性部門の特別レース「メカジョ・スズランカップ」を開催。

農業女子、活き活き笑顔で
「メカ馬」
を操る
きっかけ

満足度

農家一戸あたりの農地が平均 50ha の更別村。そこで活躍する

参加された女性たちが、前日の練習や当日のレースでも笑顔で

トラクターを使い地域を盛り上げることを目的に 2003 年から

活き活きと操作されているのを見たときは、やってみて本当に

トラクターＢＡＭＢＡを開催してきました。このイベントをプライ

よかったと思いましたし、大会をきっかけに農村でトラクターを

ベートで見ていたテレビ局の方が「おもしろい」と、ドラマ「農業

かっこよく操る女性がもっと増えるといいなとも思います。また、

女子はらぺ娘」の中で女性がこの大会に参加するシーンが登場しま

大会の実行委員会は毎年、
村内外から集まった200名の方たちで、

した。実行委員会では、このドラマに共感したこと、実際にトラ

約半年間かけてイベントを作り上げていきますが、トラクター

クターに乗って農業をがんばる女性がたくさんいることから、女性

ＢＡＭＢＡに参加するだけでなく実行委員会にも多くの女性が

農業者特別レース「メカジョ・スズランカップ」を開催しようと

参加し、イベントの成功に尽力しています。

いうことになりました。

苦労

これから

レースには過去にも数名の女性が参加したことはありますが、

女性限定の「メカジョ・スズランカップ」
は第 14 回大会だけの特

女性限定としては、初めての開催ということもあり、「参加者が

別レースとして実 施しました。しかし、参 加 者 の 活き活きとした

集まるのだろうか」という不安がありました。また、レースへの

笑顔を見ると、
今後も引き続き実施できたらいいなと考えています。

参加は原則として、トラクターは自前であるため、トラクターを

将来的には常設レースとしていければと思っています。また、
最近は、

持ち出すこと、トラクターそのものを会場へ搬入すること、これ

農家に嫁いで農業者になる女性だけでなく、自ら新規就農する女性

には家族（特に男性）の理解がないと難しい部分があります。

も増えており、さらにトラクター未経験者だけの部門があると、より

参加者にはトラクター運転の経験者だけでなく、初めての方も

一層、女性が農業や農村に興味を持つきっかけづくりにもなるの

いましたので、練習時間を設けたりもしました。

ではないかと思うので、今後の企画として考えていきたいですね。
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私たちは、男性とともに日本の食料供給を支えています。このイベントはそういった女性たちが
主役になれる場所です。輝くトラクターでレースに参加すると普段味わえない特別な高揚感に
包まれますよ。（「メカジョ・スズランカップ」初代メカ馬クイーン

道下惠子さん）
取材年月日：2016 年 11 月 2 日
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釧路【釧路市】
あ い

ざ

相座

さ と

み

聖美さん

株式会社うつくしろ

代表取締役

1978 年生まれ、厚岸町出身。高卒後、JA しべちゃ（標茶町）に就職し結婚。約 10 年勤務後、離婚と同時に釧路町に移住しパート等で勤務
していたが、ハローワークで森崎三記子さんと出会い「釧路モカプロジェクト」の設立メンバーとなる。現在３人の子どもと釧路町在住。

女性の活躍を支援し、自ら行動するまちづくりを
きっかけ

満足度

一人で子どもを抱えながら釧路町に移住し、仕事も思うように

2016 年 8 月に、コワーキングスペースと女性のためのシェア

ならず苦しかったとき、ハローワークでキャリアカウンセラー

オフィスを備えた「くしろフィス」を開設しました。託児施設は

の森崎三記子さんに出会いました。そこで、自分のことをたく

ないのですが子どもを連れて働けて、利用料は低価格にしていま

さん話して、森崎さんが「それでいいんだよ」と言ってくださ

す。「子どもがいるから働けない」
「起業はお金がかかる」という

り、とても気持ちが楽になりました。私もこういう人になりた

言い訳ができない環境を作っているので、決して優しい場所では

い！と思って 2016 年 5 月に「うつくしろ」を設立しました。「う

ありません
（笑）
。
私はいつも夕方
「くしろフィス」
に行くのですが、

（woman）つく（つくる）くしろ（釧路）」
、「女性がつくる美しい

ここでは毎日感動が生まれています！みんなパワーがあってキラ

釧路」という意味で、女性が活躍して自分たちでまちをつくって

キラ輝いてカッコイイ！女性が自らの力でつながり、私がいなく

いくことを支援しています。

てもどんどん活動が広がっています。

苦労

これから

「うつくしろ」とは別に、「釧路市生活相談支援センターくらし
ごと」と「くしろ若者サポートステーション」でも働いています。

くしろフィスに子どもがもっと増えて、大人と子どもの関わり
を作れたらいいなと思っています。小さい頃に親以外の大人にす

「くしろ若者サポートステーション」では、以前は責任者という立

ごく褒められた経験を持っていると、子どもにとって大きな自信

場で、職員のスケジュール管理や統括の仕事をしていました。で

になると思うんです。そして、子どもはくしろフィスで母が仕事

も、私がやりたいのは相談者のサポートなので、「内部管理の仕

をする姿を見て「家とは違う母」を感じ、色々な働き方をする大

事は私でなくてもできる」と考え、今はキャリアカウンセラーと

人を見ることは、キャリア教育になると考えています。現在、２

して非常勤で勤務しています。「うつくしろ」
「くらしごと」
「若者

階は交流やチャレンジの場ですが、３階にクラウドワークスペー

サポート」
「モカプロジェクト」のそれぞれの活動をつなげて広げ

スを新たに設置して、託児施設も作って、がっちりデスクワーク

ることができないかと、構想を練っています。

できる環境を作りたいです。
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あなたが感じているモヤモヤした気持ち、ドロドロした感情はおかしいことではないよ。でも、
そんな思いは吐き出さないと何も見えてこない。本音を吐き出す場所が必要だと思って「くしろ
フィス」を作ったので、この場所を使っていいよ！大丈夫だからおいでよ！
取材年月日：2016 年 10 月 14 日
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釧路【釧路町】
か

と う

加藤

ま

お

眞緒さん

きずなネットワーク

代表

1965 年生まれ、釧路市出身。同市内の高校を卒業後、東京都内で就職。釧路市に戻り結婚後、釧路町に移住。2015 年 7 月に「きずなネッ
トワーク」を設立。2016 年 3 月に町の「協働のまちづくり活動団体」の認証を受け、同年 4 月から「子ども食堂」と「大人食堂」
を開始。

「きずなネットワーク」メンバーの皆さん
（左から）吉村眞由美さん、長畑由香利さん、加藤眞緒さん、内山麻美さん

仲間と一緒に、親子でおいしく楽しい
「子ども食堂」
きっかけ

満足度

私は主婦で、子育てをしながら地域のボランティア活動に参加

子ども食堂は野菜を中心にしたメニューにしているのですが、

していました。料理が好きだったので、大人のための地域食堂の

家ではあまり野菜を食べないという子どもたちが好き嫌いせずた

お手伝いをしていたのですが、高齢者は集まれるサロン等がある

くさん食べてくれることが本当に嬉しいです。いつも競うように

のに子どもたちは集まれる場所が少ないと感じました。ちょうど

モリモリ食べてくれます（笑）
。現在、3 か月の乳児から中学生ま

その頃、世間では「子どもの貧困」がニュースになっていたこと

で 15 人くらいの子どもたちが来てくれていて、幅広い年代の子ど

もあり、「子ども食堂をやりたい！」と思い、賛同してくれる仲間

もたちが子ども同士で楽しんでいるし、親たちも交流の場になっ

を集めて「きずなネットワーク」を立ち上げました。私の子ども

ていて親子で喜んでくれています。あと、
農家さんや漁師さんが
「子

たちも地域で育てていただいたので、地域に恩返しができれば、

どもたちに食べさせてやって！」と食材を提供してくれることも多

という思いで活動しています。

く、子どもの力が地域を動かしていることに感動しています！

苦労

これから

子ども食堂は、地域の子どもたちに来てもらいたかったので地

釧路町は別保、雪裡、遠矢、昆布森の４つの地区に本庁舎や支

区会館でやろうと考え、使用料を減免してもらおうと思っていた

所があり、子ども食堂はまだ遠矢地区でしか実施していないので

のですが、釧路町では初めての活動だったので「実績がないので

すが、町内全地区で子ども食堂をやりたいです。また、農家さん

減免できない」と言われてしまいました…。そこで、「協働のまち

や漁師さんと連携して、規格外品等をご提供いただいて食品ロス

づくり活動団体」の認証を受けて、なんとか使用料を半額にして

の軽減もしていきたいです。あと、子どもたちに料理を手伝って

もらいました！これから実績を積んで、使用料が免除になるよ

もらう機会も作りたいですね。
「きずなネットワーク」という名前

うがんばります（笑）
。あと、食事の価格設定にも悩みましたね。

は、色々な方とのつながりを大切にしたいという思いから決めた

無料では継続できないので、大人食堂と併せて材料費をまかなえ

ので、色々な分野の方とつながって活動を広げていきたいです。

るギリギリの価格にしました。
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私が活動を始める時、一人では絶対に無理で、仲間がいたからできました。一人で悩むと視野
が狭くなるので、ぜひ仲間を見つけてください。女性が元気だと、周囲も元気になります。一番
は笑顔！笑顔で誠心誠意取り組めば、相手には必ず伝わります。
取材年月日：2016 年 10 月 13 日
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釧路【厚岸町】
も り た か

森髙

ゆ う

こ

裕子さん

森髙牧場

厚岸町出身。札幌市内の短大卒業後、実家の商店を手伝っていた。20歳の時、幼なじみの夫と再会。東京都内で働いていた夫が厚岸町に戻り、
実家の牧場を継いで結婚、専業主婦に。難病だった長女の介護に専念していたが、長女が亡くなった後にチーズづくりを始めた。

おいしい牛乳の味が感じられるチーズを届けたい
きっかけ

満足度

長女が、出生の時に脳性麻痺となり、常時介護が必要な状態でし
た。24歳で他界するまで、私がずっと付き添って介護していました。

しています。色々な方からアドバイスをいただき、たくさんのお客

長女が亡くなった後、発作のように突然激しい嘔吐に襲われるよう

様に買っていただいて、チーズを味わっていただけることが、幸せ

になり、色々な病院に行きましたが原因は不明で、外に出られずに

だなあと感じますね。うちのチーズは、子どもからお年寄りまで誰

いました。そんな時、夫に「チーズづくりをやってみないか」と勧め

にでもおいしいと感じてもらえるように、塩分は控えめにして、チー

られました。長男が牧場を継いでソフトクリームを販売していたの

ズ独特の香りもなるべく出さないようにつくっています。牛乳の風

で、ソフトクリーム小屋の後ろにチーズ工房を作りました。1 年間

味を生かしているので、お客様からは「ミルクの味が濃い」と言って

の研修を経て、2005 年からチーズの製造、販売を始めました。チー

いただくこともあります。特に子どもたち、ミルクで育ったお乳の

ズづくりを始めてから、体調はすっかり良くなりました！

プロに「おいしい」と言ってもらえると本当に嬉しいですね。

苦労

これから

うちは、戦後の栄養不足の時代に、夫の祖父が「おいしい牛乳

2016 年の連続台風の時、長雨のせいで牛を牛舎から牧草地に

を届けたい」という思いで始めた牧場です。この自慢の牛乳の味

出すことができず、牛乳の出来があまり良くありませんでした。

と香りが感じられるチーズを作りたいと思って、ゴーダチーズ 1

牛乳が良くないと、チーズの出来も良くなかったんです。牛乳も

種類だけをつくっています。余計なものをなるべく排除して、牛

チーズも、自然に密着して、風に当たり、日に当たりながらつく

乳の風味がする納得のいくチーズをつくるために日々奮闘してい

るものです。今後は、天候不良でも対応できるチーズのつくり方

ます。チーズは、つくってから 3 か月から 4 か月熟成してやっと

を考えていきたいですね。チーズづくりは、長女が導いてくれた

味が決まります。すぐに結果が出ないので、つくるのは本当に難

道なのではないかと感じています。
これからも、
うちの牛乳とチー

しい。
チーズは生き物ですから、つくっている時は毎日神経を使っ

ズを「おいしい」と喜んでいただける方のところへお届けできる

ていますね。

よう、がんばっていきたいです。

北の

女性たちへの

メッセージ
49

心を込めてつくったチーズを、このように販売できることに感謝

小さなまちで昔から大切に利用されてきたものが、
今の時代は「赤字だから」
「合理的でないから」
と切り捨てられてしまうことがあります。こういう時、男性の考えだけでなく、女性の柔軟で
新しい発想も取り入れて、ピンチを乗り切ることができるのではないでしょうか。
取材年月日：2017 年 1 月 26 日

2016

道東

27
46

根室【標津町】
わ

だ

和田

の り

こ

徳子さん

子育てママサークル くらし・たのしく・まなぶ 標津女子塾

代表

千葉県出身｡ 2000 年､ 北海道東海大学大学院修士課程修了。上川管内の福祉施設等で陶芸 ･ デザインを指導､ アトリエ ･ ユニ主宰｡
標津町移転後、｢くらし・たのしく・まなぶ 標津女子塾｣ 代表､ 絵本読み聞かせボランティア等に従事｡

お母さん＆子どもの元気、出動！みんなで楽しみ暮らしたい
きっかけ

満足度

千葉県で生まれましたが、小学校からずっと旭川市在住、その後各地を

お母さん達はみな、子どもや家庭のために一生懸命、ややもする

巡り 2011 年に標津町へ引っ越してまいりました。標津女子塾を始める

と人生の中心が ｢子どもや家庭｣ になりがちです。そうした ｢頑張り

きっかけは、娘が通う幼稚園がご縁で知り合った女性の「陶芸をやってみ

屋のお母さん達｣と共に標津町文化祭へ出店することとなり、それを

たい」という言葉。大学院修了後、上川管内の短大・福祉施設で陶芸を

きっかけに「食品衛生」を学ぶための講習会を開催しました。文化祭

教えるほかアート制作のアトリエを主宰、陶芸の機材諸々を所持し

は無事終了、出産後退職し育児に専念している女性等から「久しぶり

物質面で可能であったこと、更に、私を含めお母さん同士の交流が、

に社会に触れることができた。働くってこういうことでしたよね。」

「スポーツ少年団」や「子どもが同学年」等が主で、卒業等を契機に解消されて

「（出店の）仕事に没頭した時間が嬉しかった。」等、感謝の言葉を

しまうものであったことから、それとは異なるコミュニケーションの場・

いただきました。標津女子塾のモットーは「ゆる〜く」〇〇だけ参加、

繋がる場をつくりたいとの心情的な思いが重なり、実現に至りました。

でＯＫ。大きな「くくり」の中で繋がることを楽しんでいます。

苦労

これから

苦労…ということではありませんが、様々な活動で、みんなの

仕事や様々な活動をしつつ子育てをなさっている女性も多く

ベクトルを一致させる、きちんとコミュニケーションを取ることが

いますが、そうした方ばかりではありません。育児等に専念する

大切と考え行動しています。実は先日、コミュニケーション形成

一方で、「何かやりたい」
「何かと関わりたい」と思う女性は今、多い

セミナーを受講し修了いたしました。代表、と名乗っていますが、

と感じます。フルでは難しいけれど自分のできる範囲で、社会と

私自身、日々勉強、学びの姿勢でおります。みんなのニーズを掴む

関わり活動する機会・場面をみんなで一緒に考えていきたい｡「お母

と申しても根本にある思いは共通、お母さんが活き活きと過ごせる

さん、すごい！」と子どもが思い、さらに、大人達が街のために行動

こと、そんなお母さんの姿が、「子ども達の将来」へ良い影響となる

する様子を子ども達が見て、人が集い、話し、行動する、という

ように、との願い｡ お母さんの元気！子どもの元気！を目指し

ことは、
「楽しいものなのだ」と感じて欲しい。個人的なことを言えば、

頑張っています。

息切れしないよう、モチベーションを保つこと！ですね！

北の

女性たちへの

メッセージ

大好きな北海道で大好きな仲間や家族と暮らせることに喜びを感じています。夢の実現は、その
イメージを口に出し人に伝えることが近道だと思っています。かつて先人たちが協力し暮らし
てきた北海道魂を引き継ぎ、皆さんで楽しく学びあっていけたら最高です。
取材年月日：2016 年 11 月 21 日
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女性の活躍を応援する北海道の取組
北の輝く女性応援会議
北海道では、経済界、産業団体、金融機関、女性団体、NPO、行政

北の輝く
女性応援会議

など20 機関・団体で構成する
「北の輝く女性応援会議」を設置し、
オール北海道で女性の活躍を応援しています。
この会議では、各分野の代表が集まり、業種や分野を超えて、女
性の活躍に向けた情報や課題を共有しながら、それぞれの役割を果
たし、
北海道ならではのムーブメントを喚起することとしています。

2015年2月には、応援会議として「女性の元気応援メッセージ」を
発信するとともに、女性の活躍自主宣言やフォーラムの開催など、
気運醸成に向けた取組を進めています。

輝く女性応援会議
in 北海道

女性の元気応援メッセージ

トップリレー応援メッセージ

本道においては、
長く厳しい歴史の中で、
男女がともに手を携えて広大な大地を切り拓き、
豊かな自然の恵みを受け

ながら生活を営み、
北国の風土を生かした個性ある文化、
暮らしを脈々と育んできました。

しかし今、
全国を上回る速さで少子化、
高齢化が進み、
人口減少の問題や地域における経済、
活力の低下など、
将来に

向けた懸念が拡大しています。

この直面する難問を解決し、
本道の独自性や優位性を最大限に活かし、
将来にわたって持続的に発展していくために

は、
家庭や地域、
職場など社会のあらゆる分野で重要な役割を担っている女性の活躍や、
その活躍を支援する環境づく

りが求められています。

この豊かなふるさと北海道を次の世代の子どもたちに確実に引き継いでいくため、
すべての女性が、
仕事や結婚、
育

児などのライフステージにおいて多様な選択の下に、
各々の希望に応じて個性と能力を十分に発揮できる社会、
男女が

共に住み慣れた地域で安心して心豊かに暮らすことができる地域社会を実現しましょう。

女性活躍の気運醸成をさらに加速させるた
めには、
トップが明確なメッセージを発信し、
強
いリーダーシップを発揮することが重要であ
ることから、
北の輝く女性応援会議構成員から
女性活躍への思いをメッセージとして順次発
表し、
紹介しています。
この取組は、平成２９年２月～１２月の期間に
実施します。
北の輝く女性応援会議 トップリレーメッセージ VOL.1

私たちは、
活力に満ちた北海道の未来づくりに向け、
幅広い分野の連携・協働により、
女性の活躍を全力で応援します。

北海道は、全ての女性が、仕事や結婚、育児などのライフステー
ジにおいて多様な選択の下に、各々の希望に応じて個性と能力を

平成27年2月10日

北海道経済連合会 会長
北海道商工会議所連合会 会頭
北海道商工会連合会 会長
北海道農業協同組合中央会 会長
北海道漁業協同組合連合会 代表理事会長
北海道森林組合連合会 代表理事会長
日本労働組合総連合会北海道連合会 会長
北海道女性団体連絡協議会 会長
北海道立女性プラザ 館長

NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ 代表理事

大内
高向
荒尾
飛田
川崎
村上
工藤
中田
笹谷
岡田

全
巌
孝司
稔章
一好
守義
和男
和子
春美
光子

株式会社ワイズスタッフ 代表取締役
太田明子ビジネス工房 代表（EZONA代表）
株式会社北洋銀行 代表取締役頭取
（株）北海道銀行 代表取締役頭取
一般社団法人北海道信用金庫協会 会長
厚生労働省北海道労働局 局長
経済産業省北海道経済産業局 局長
北海道市長会 会長
北海道町村会 会長
北海道知事

田澤 由利
太田 明子
石井 純二
堰八 義博
杉山 信治
羽毛田 守
秋庭 英人
田岡 克介
寺島光一郎
高橋はるみ

十分に発揮できる社会、そして、男女が共に住み慣れた地域で安
心して心豊かに暮らすことができる地域社会の実現を目指し、
（１）女性が生きがいを持ち、女性の力を地域づくりにつなげる
ため、
「地域を男女でともに支える社会の推進」
（２）女性が育児や介護を行う環境の整備や就労・起業など、
「女性のライフステージに応じた支援」
（３）長時間労働の是正や多様な働き方の推進など、仕事と生
活の両立を支援する「男女がともに働きやすい環境づくり
の推進」
に全庁を挙げて取り組んでいます。
昨年 11 月、全国知事会で「イクボス宣言」
が全会一致で採択され、全国の都道府県知
事は、
「自らもイクボスとなり、先頭に立っ

これからも、女性が活躍できる社会の実現に向け、働き方の見
直しや、男性の家事・育児・介護への参画、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進などの取組を進めてまいります。

てこの取組を推進します。」と誓いました。

北海道の主な女性活躍推進の取組

私自身、二人の子どもを育てながら共働き
を続けてきましたが、仕事と子育てを両立

●北海道女性の活躍支援センターの設置

させたいと頑張ってもどちらかを犠牲にし

●女性活躍ポータルサイト
「北の女性★元気・活躍・応援サイト」の運営

なければならず、何度も悔しい思いをした
ものです。それでも子どもを持つ素晴らし

● Facebook 情報交流グループ
「北の女性★元気・活躍・交流 HIROBA」の運営

さを経験したことが、人生最大の出来事と
なりました。女性一人ひとりが多様な生き

●道内の女性活躍ロールモデル集の
「北の★女性からのメッセージ」の発行

方を選択し、それぞれが生きがいを感じな
がら活躍できるよう、皆さんとともに考え、

●女性の活躍を応援する企業
「北海道なでしこ応援企業」の認定・表彰

歩んでいきたいと思っています。
北海道知事

高橋

はるみ

など

北の輝く女性応援会議の構成団体のトップがリレー方式で
女性の活動などを応援するメッセージをお届けしています。

女性の活躍応援自主宣言
北海道では、地域や職場、家庭など様々な場面
で、すべての女性が多様な選択のもとに、生き生
きと活躍し、個性や能力が十分に発揮される社会
をめざしています。
「北の輝く女性応援会議」
（事務局

北海道）で

は、オール北海道で女性の活躍に向けた取組を
進める気運を醸成するため、広く
「自主宣言」
を募
集しています。
それぞれの立場で、女性の活躍支援の取組を
内外に宣言し、全道各地に応援の輪を広げてい
きましょう。
※2017年3月10日現在
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応募の方法

氏

名

団体等の名称・役職

氏

名

高橋はるみ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

北海道経済連合会会長

高橋

賢友

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

■宣言の対象者
道内に事業所がある企業、
事業者、団体、
グループ、道内自治体など
■宣言の内容・方法
「女性の活躍応援自主宣言」の用紙に、
「 組織のトップからのメッセージ」や「今後の
取組内容」など、宣言内容を記載し、
ファックス、
メールまたは郵送で事務局にお送りくだ
さい。
■宣言団体には
●北海道のホームページに宣言団体と内容を掲載します。
●宣言団体等の情報を、道立施設や道内大学の就職窓口などに配布します。
●道等が実施する女性の活躍支援に関するセミナー、講演会などの情報を提供します。
●国や道の女性の活躍に向けた支援制度の紹介など個別相談に応じます。
■ホームページ

218件

団体等の名称・役職

北海道知事

http://www.l-north.jp/katsuyaku/action/

女性の活躍支援センター
女性のライフステージに応じた様々な相談に
対応します。
ご 相 談は、来 場による面 談 、もしくは電 話 、
メールにて承ります。

お子様と一緒に
ご利用になれます。

■利用時間

月・火・木・金 10：00～16：00
水・土

10：00～13：00

■休館日

日曜・祝日・年末年始

■場所

道立女性プラザ内（かでる2・7、6階）

相談に応じた支援制度の

札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル
■相談電話等

働きたい

電話 011-204-5711

FAX 011-232-8972
E-mail ： kitanojyosei@sirius.ocn.ne.jp
■対

象

者

道内に在住する女性

相談者の

等

■相談支援について

女性の様々なライフステージや悩みに関する支援制度に

目的に応じた
支援プランを
提供します

精通し、相談対応に関する幅広い経験を持つ支援員が、
コンシェルジュとして対応します。相談の内容に応じて
検討チームを組み、問題解決に取り組みます。

学びたい

※訪問相談日の詳細については、
ご相談ください。

説明や専門相談機関を
紹介します

女性の
活躍支援
センター
起業や子育てなど専門的な
ご相談に専門家相談日※を

起業
したい

地域
相談会を

実施します

子育て
の悩み

設けて対応します

もっとキャリアアップ
したい

働きながら安心して
子育てしたい

私の職場にもっと
女性を増やしたい
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北の女性★元気・活躍・応援サイト

道の
北海 ル
タ
ポー ト
サイ

女 性 の 活 躍に係る総 合 的なポ ータル サイトとして、
子 育て･ 介 護や起 業に関する情 報などの 支 援 情 報や、
北海道内各地域の女性の活躍に関する団体や個人などの
情報発信、Facebook のコミュニティサイトによる交流の
場を、ご 用 意して います。各 分 野 で 活 躍 できる環 境を
つくり、
様々な場面での女性のチャレンジを応援することが、
本サイトの目的です。

http://www.l-north.jp/katsuyaku/

ポータルサイトの5つの特徴

1

様々な支援情報を調べる
ことができます

国や自治体、団体等が実施する子育てや介護、起業、
就労など女性の活躍に必要な支援制度や支援機関を
分野・目的別に検索することができます。

3

「北の★女性からのメッセージ」
を
掲載しています

北海道内各地で活躍する女性（個人、団体・グルー

2

北海道各地から、お知らせや
最新情報が届けられます

北海道内各地で行われている女性の活躍に係る様々
な取組に関するお知らせや地域の情報など、旬の情報を
「道内の女性活躍情報」
として発信します。

4

Facebookコミュニティサイトで
双方向に情報交換できます

Facebookの機能を活用し、
サイト利用者同士が相互

プ）、女性の活躍を応援する男性や企業・団体等を業

交流を行う場です。団体・個人問わず情報を常に発信で

種や分野を問わず紹介しています。

き、イベント、セミナーへの参加を呼びかけたり、
コメン

「この人のようになりたい！」
「自分もできるかもしれ
ない！」と思えるような、より身近に感じられる活躍事
例等を随時掲載していきます。

ト欄を活用し、交流することができます。

北の女性★元気・活躍・交流「ひろば

https://www.facebook.com/groups/
998064940258291/
「北の女性

5

道が実施している様々な
取組をご紹介しています

●女性の活躍推進セミナー
働き方改革や、あらゆる分野における女性の活躍推
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HIROBA」

ひろば」
で検索

●未来を創る女性懇話会
家庭や地域、職場など社会のあらゆる分野で重要な
役割を担っている女性の経験や視点を今後の道政の各
分野の施策に反映していくため、
「未来を創る女性懇話
会」
を設置しました。

進に向けて一層の理解を深め、北海道のそれぞれの企

テーマを、
「地域で暮らし、地域に人を呼び込むための

業や団体、
自治体のみなさんとともに取組を広げていけ

魅力づくりについて」
とし、平成２７年度から概ね３か年程

るよう、
セミナーを開催しています。

度の期間で順次開催していきます。

北海道立女性プラザ

利用概要
●女性に関する諸問題及び男女平等参画についての
情報を収集提供し、調査研究を行います。

女性プラザは、女性の自立と社会参加を促進するとともに
男女平等参画を推進するための場です。個人やグループ・
団体で、自由に学び・創り・出会い・語らう“ひろば”として、
お気軽にご利用ください。もちろん男性も利用できます。

●女性に関する諸問題及び男女平等参画についての
研修会、講演会等を主催し、その開催を支援します。
●女性が行う自主的な交流活動、文化活動及び健康
づくり活動を支援します。
●女性に関する諸問題についての相談に応じます。

■開館時間

↑

■電

話

道立女性プラザ

011-251-6329
札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル

■ホームページ

↑
北大附属
植物園

http://www.l-north.jp/

https://www.facebook.com/hokkaido.womensplaza/

↑

●
アスティ45

北海道庁
北海道庁
旧本庁舎

●
エスタ
●
さっぽろ
東急百貨店

●
時計台

地下鉄東豊線

所 かでる2・7、6階

JR札幌駅
●
大丸札幌店

地下鉄南北線

■場

↑

↑

■休館日 日曜・祝日・年末年始

かでる2・7 6階

↑

9：00～21:00（土曜日は17：00まで）
（図書の貸出は月～金は20:00・土曜日は17:00まで）

↑
↑

表彰
北海道男女平等参画チャレンジ賞（北海道環境生活部）
職場、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野で、女性や男性がそれ
ぞれの個性と能力を生かしてチャレンジし、活躍している個人、団体・グ
ループ及びそのようなチャレンジを支援している団体・グループを表彰
し、
ホームページでご紹介しています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/challengeprize/challe_top.htm

北海道なでしこ応援企業表彰
女性の職業生活における活躍や労働者の仕事と家庭の両立を支援す
るため、育児・介護休業制度等の取組を積極的に推進している企業の中
から優れた企業を表彰し、広く紹介しています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/yutori/ryouritu/
ryourituhyousyo/nadeshikohyousyou.htm

ほっかいどう未来輝く子育て大賞
地域の子育て支援活動に意欲的に取り組む団体や
個人、地域の子育て支援を積極的に行う企業を表彰
しています。受賞された団体の取組については、身近
な子育て支援のモデルとして広く紹介していきます。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/st/H28_ouentaishoukettei.htm
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