
＊参加者の属性

「第 9 回全国子育てひろば実践交流セミナーin ほっかいどう」は、海を渡った北の大地での初めての

開催であり、どれくらいの人が来てくれるのか、と不安でもありましたが、予想をはるかに上回る人数

の参加があり活気あふれるセミナーとなりました。

23 都道府県より、総参加者数 440 名（登壇者、発表者、実行委員、当日スタッフを含む）、10 月 30

日の全体会は 370 名、交流会は 125 名、10 月 31 日の分科会は 353 名、視察見学は 55 名でした。

以下に、参加者状況及びアンケートの結果をご報告いたします。（尚、参加者の感想につきましては、

各項目の報告にも掲載しています。）

■参加者数

10月30日 全体会 370 第1分科会 40 愛知県 6 東京都 24

交流会 125 第2分科会 70 石川県 3 富山県 5

10月31日 分科会 353 第3分科会 50 大阪府 15 長崎県 3

視察見学 55 第4分科会 30 岡山県 6 新潟県 2

第5分科会 47 沖縄県 4 兵庫県 4

第6分科会 47 香川県 9 広島県 2

第7分科会 38 鹿児島県 1 福岡県 2

第8分科会 27 神奈川県 4 宮城県 1

岐阜県 2 山形県 9

男性 埼玉県 7 山梨県 2

女性 滋賀県 1 北海道 314

千葉県 14

394

（内、札幌 132)

■分科会の参加者数 ■参加者の居住地

参加者総数 440

■参加者の性別
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＊アンケート結果

アンケート結果

とても良い ：42人

良い ：149人

あまり良くない ：8人

工夫が必要 ：12人

無回答 ：47人

合計 :258 人

回収率 70％

とても良い ：131人

良い ：80人

あまり良くない ：1人

工夫が必要 ：1人

無回答 ：45人

合計 :258 人

回収率 70％

とても良い ：105人

良い ：103人

あまり良くない ：3人

工夫が必要 ：3人

無回答 ：44人

合計:258 人

回収率 70％



＊アンケート結果

（交流会はオプションで回収率は不明）

＊アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました！

第1分科会 第2分科会 第3分科会 第4分科会 第5分科会 第6分科会 第7分科会 第8分科会

とても良い 21 32 29 11 30 26 20 12
良い 8 17 5 8 4 13 9 1
あまり良くない 0 0 0 0 0 0 1 0
工夫が必要 0 0 0 0 0 0 0 0
無回答 0 0 0 1 3 0 0 0
回収枚数 20 49 34 20 37 39 30 13
回収率 69% 64% 67% 67% 76% 78% 75% 46%
参加人数 40 70 50 30 47 47 38 27

とても良い ：32人

良い ：38人

あまり良くない ：4人

工夫が必要 ：3人

無回答 ：48人

合計 :125 人



＊アンケート結果

自由記載

◇全国にこんなにも子育てを大切に思っている人たちがいることに驚きました。これからは横のつなが

りも大切にネットワークを広げ、行政と一緒に頑張っていきたいと思いました。今回感じた熱い思い

を自分のひろばの仲間に伝えたいと思いました。又、他のひろばの方々は自分たちより熱心な印象を

受けました。二日間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

◇全国子育てひろば実践交流セミナーに今回初めて参加しましたが、ひろばや行政の現状、また未来へ

向けた構想などについて学びとることができました。やはり、土地やそこに住む人、親子に合った取

り組み、求められるニーズを適切に判断し、支援につなげる必要があると感じました。お話を聞く中

で、障がいの有無や戸籍に関わらず、どんな親子でも安心できるひろばにしていこうということが、

すごく心に残りました。このような取り組み、ひろばを全国的に増やしていくには、役所や行政との

関係が重要だと思いました。

◇北海道まで遠く大変でしたが、それ以上に得るものがありました。ありがとうございました。

◇実行委員の皆様、4 月から今までの開催についてのご苦労いっぱいあったかと思います。皆様のその

汗と涙と笑いが、その地域・地域に生かされていくよう心からお祈り申し上げます。

◇全国で頑張っているスタッフ、ボランティアの人数の多さに圧倒され、また熱心に親子に寄り添う姿

に、私も日々努力しなければならないと思いました。

◇2 日間、土日の開催は、出席することを考えてしまいましたが、それでも参加してよかったと思いま

す。文化が違うと見方が違うということを再確認しました。

◇様々な方面からの支援を考えさせられる良い機会となりました。とても良い講演が聞ける会ですが、

道内（札幌）だから参加できたということもあり、道外では参加できないのが残念です。

◇「学ぶ」ことの楽しさを、久しぶりに体験できました！！ 多様であることの大切さ、行政としての

立ち位置が少し見えてきました。私自身も時には悩み、でもたくさん楽しんで仕事をやっていきます。

◇北海道の方はパイオニア精神ですばらしい。がんばってください。

◇個々の活動をがんばっている団体や、小さなひろばが札幌でもたくさんあると思います。それぞれの

情報交換ができる場や、学習会が増えるといいなあと思いました。

◇実行委員会の皆さん、準備、当日運営お疲れ様でした。資料の中に、活動と考え方の参考になるヒン

トがあふれていてよかったです。とても心あたたまる集まりでした。

◇全体的にとても「あったかい」セミナーでした。「利用者の立場」ということを一番に考えている皆

さんの集まりだからだと思いました。

◇行政の立場で参加させていただきましたが、行政も NPO の人たちも社会福祉法人の人たちも同じよ

うに「子育て支援」について真剣に考えている中で、なんとか良い形で一つに結び付けることができ

ればよいなと思いました。

◇初めて支援センタ－（子育てひろば）関係の研修に出て、自分の不勉強さが身に染みました。

◇参加出来て良かったです。素敵な方々にお会いできて、本当に幸せでした。なかなか研修がなく（子

育て支援関係）、センター（園内で行っている）式ですが、スタッフとしてのやりがいのあるこの仕

事をしていて、幸せだと思っております。スタッフの皆さん、ありがとうございました。

◇子どもと親、育てと育ち。苦しい子育ての現場を助けるために皆が立ち上がってひろばがある、支援

センターがあると皆が思わないといけない。気持ちとこころを考えてつきつめていきたい。



＊アンケート結果

◇「利用者のために」との子育て支援の特性が生きた、あったかな運営でした。ありがとうございます。

元気が出るセミナーでした。

◇子どもが健やかに育つために道民の意識も高めるために、セミナーは有意義でした。

◇広大な自然に恵まれた北海道らしさが出ていて、参加して良かったと思いました。

◇北海道での子育て支援ということで、寒さや冬の過ごし方、また道内でも様々なひろばの実践をお聞

き出来て、今後の学びに大変つながっていくと感じました。

◇北海道で開催されたことに大きな意味を感じました。行政の方もたくさん参加されていて、ホントに

すごい！！と思います。

◇分科会、他にもたくさん受けたいものがいっぱいありました。もったいない思いでいっぱいです。で

も！！大変勉強になりました。

◇タイトルの「みんなが育つあったかひろば」のネーミングにふさわしいプログラムで、柴川さん、新

澤先生のお話に感動しました。支援に携わる者として改めて「こころ」「姿勢」について考えたいと

思います。かざぐるまさん、ありがとうございました。

◇ひろば運営の中で子どもに表現される事実は、親や環境が結果として見えるのであって、本来の子ど

もの持つ“力”、“可能性”から、周りの大人が変化（成長）させてもらっています。しかし、それは

“ひろば”でできる対症療法でしかないと思ってしまうことがあります。そこでの時間が、いつかど

こかで次を作りだすことを思い、笑顔の対話をしています。

◇分科会を 2～3 種類くらい受けられるといい。

◇「女は子育てして当たり前じゃない。ほめられて、認められて、もっと力を発揮する。」という言葉

に大拍手です。

◇実行委員の方々、関係者の方、ありがとうございました。あったかい北海道を充分に感じ、あったか

い気持ちと充実感で帰れます。明日からの活動、頑張る元気を頂きました。

◇遠くて寒い北海道まで足を運んで下さった方々、ありがとうございました。自分の足元だけでなく、

視野を広く持ち、明日からの仕事に取り組んでいきたいと思えました。

◇全国 23 都道府県の方たちが参加してのセミナー、皆さんの熱い思いが北の国で感じることが出来ま

した。「北の国のあったかひろば」へ遠路より参加することが出来とても良かったです。実行委員の

方たちへ、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

◇2 日間、準備等お世話になりました。北海道にもたくさんの仲間がいるということが分かり、皆さん

からまたパワーを頂くことが出来ました。美味しい物もしっかり食べられたし…（笑） 赤レンガ庁

舎の前に案内看板がなかったので、本当にこの場所で大丈夫かとちょっと不安になりました。

◇ひろばの意味、歴史やたくさんの人が苦労され、やってきていることを知りました。

◇すごく大事な役割を担っていることを感じました。携わらせて頂いていることに感謝です。熱意がさ

らにアップしました。今後ともよろしくお願いします。

◇道庁赤レンガ庁舎という素晴らしい会場でできたことに感激です。同じ仕事をする同志との会話は、

大変参考になりました。こういう機会に参加できたことを心より感謝です。

◇全国、全道に同じ志を持って頑張っている人がいることが分かり、自信になりました。また参加した

いです。全ては実行委員のスタッフの皆様の準備があってのことと思います。本当にお疲れ様でした。

◇「本当に来て良かった」の一言に尽きます。北海道で開催をして下さった実行委員会の皆様、山田さ

ん、かざぐるまさん、ありがとうございます。



＊新聞掲載記事

北海道新聞朝刊 2010.10.21→

北海道新聞 2010.9.23↓

北海道新聞朝刊

2010.10.31→

新聞掲載記事



＊実⾏委員の感想

今回、全国セミナーの実⾏委員⻑という⼤

役を担うにあたり、全国の実践者のみなさん

には「遠い北海道まで来た甲斐があった！」

と言っていただけるような中身の濃いセミ

ナーにするとともに、全国的な研修会に参加

する機会の少ない道内の実践者のみなさん

には「子育て拠点の役割はこんなに奥深くて

やりがいのあるものなんだ。もっと学びた

い！」と思っていただけるようなセミナーに

したいと、２つのミッションを胸に秘めて？

準備を進めてきました。

今、振り返ると、実⾏委員のみなさん、北

海道庁のみなさん、事務局を担ったかざぐる

まスタッフなど、ひとり⼀⼈の⼒が結集して

の成功だったと実感しています。

みなさんの協⼒に⼼から感謝しています♥

「出会えてうれしいね！ おいでよ、北の

国のあったかひろばへ」のテーマで開催され

た、第９回⼦育てひろば実践交流セミナー

は、私たちが願った通りのあったかい出会い

と、熱気あふれる実践交流の場になりまし

た。参加された皆さんのイキイキした表情

が、何よりも物語っていました。

私はこれまで、センター型の担当者の皆さ

んと一緒に、保育所機能を活かした地域子育

て支援を、手探りながら実践し、情報交換や

研修を通して思いを共有してきました。この

度は、ひろば型で活動されている皆さんのパ

ワーに触れ、また世界が広がったようです。

セミナーでの学びと感動を⼒に、地域の⼦

育て⽀援の輪を更に広げていきましょう。

シンポジウムでは、まさかの「北海道にあ

る元気まち⽩⽼(しらおい)」の広報大使にな

ってしまいました。

拠点を持てたこと、ある程度の活動費が保

障されることで、地域の子育て支援がいきい

きと展開できることを伝えたかったのです。

親バカならぬ、市⺠バカでお恥ずかしい！

1⽇⽬のプログラムの終わりの交流会で

全国のみなさまの熱気に触れ、実⾏委員みん

なの気持ちも高揚。⽴場の違いをすっかり超

えて、一体感を持てました。貴重な経験をさ

せていただき感謝です。

来年の⼤阪でのフォーラム、参加したいで

すね。期待しています。

「⽇常の中に⼈⽣を⾒つけるには、みん

なでそれを叶えてくれる街を作らねばなら

ない。別にいえば、一が家族、二が友だち、

三がわが街、この三つの中にしか人生はな

い」井上ひさしが「ボローニャ紀⾏」で書き

記した。心に浸みる。

子育ては、人類が絶えなく営み続けて来た

命の証。それが、人が生きるために質入れさ

れる時代になってしまった。人類が初めて経

験する氷河期だ。一世紀前には、想像さえで

きなかったこの危機を、人類は乗り越えるこ

とができるのだろうか。いや私達は、それを

乗り越える人の営みや文化、価値観を実現で

きるまちを創らねばならない。それが井上

の”⽇常の中に⼈⽣を⾒つける”ことなのだ

ろう。ボローニャに⾏きたいと思う。

山田智子 さん 中山美知子 さん

中谷通恵 さん 猪口信幸 さん



＊実⾏委員の感想

私にとってこのような全国セミナーの開

催準備は初めての経験で、無我夢中の半年間

でしたが、成功裡に終了することができ、主

催者の一人として大変うれしく思っており

ます。これもひとえに実⾏委員やご登壇いた

だいた⽅々、その他⼤勢の関係者のご協⼒と

ご参加された皆様の熱意のおかげと感謝し

ております。

セミナーは無事終了しましたが、⼤事なこ

とは、今後の子育てひろばに関係する方々の

ネットワークの拡充と子育て拠点の充実で

すので、子育てひろばにこれからもみんなの

明るい笑顔が広がるよう、鋭意取り組んでい

きたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

北海道の「あったかひろば」、皆さんの⼼

にはどう響いたでしょうか。一つでも多くの

学びやヒントが得られて、地元に戻っていた

だいていれば、主催者として幸いです。

全国セミナーの開催に携わり、実践者の皆

さんは、何事にも前向きに、学習し、交流し、

自らも楽しみながら、日夜、子育て支援に取

り組まれているパワフルな方々だと、改めて

実感しました。すべての子育て家庭が元気に

なるには、皆さんの明るい笑顔をもって、親

子に暖かく手を差し伸べていただくことが

⼤切だと思っています。

次は大阪で、同窓会みたいに会えるといい

ですね。

実⾏委員としてセミナーに参加し、⼤変貴

重な 2日間を過ごさせいただきました。

全体会・分科会を通して、人や地域とのつ

ながりの中で、育ち合うことの⼤切さ、助け

合い認め合いながら高め合うことの重要さ

を改めて実感しました。これから、その想い

を『かたち』にできるよう日々、過ごしてい

きたいと思います。

当日は遠方から沢山の方にご参加いただ

き、会場全体が“あったかひろば”となりまし

たこと、参加者の皆様、講師の皆様、そして

実⾏委員の皆様に出会えたことに⼼から感

謝いたします。

ありがとうございました。

みなさま、遠いところようこそ札幌までお

越し下さいました。札幌の街なみはどうでし

たか。今は、もう雪が降り、すっかり冬らし

くなっております。今回、私も多くのサロン

を実践されている⽅々と交流することがで

き、いろいろなことを学ぶことができまし

た。

子育てを応援していく熱い思いを感じ

取らせて頂きました。本当に、あっつい皆様

です。これから、どれくらい子どもに関わる

仕事ができるかわかりませんが、また、この

ような機会を持てるよう努⼒していきたい

と思っております。

本当にありがとうございました。

菊谷克己 さん

赤塚孝行 さん佐藤貴子 さん

浦屋 謙 さん



＊実⾏委員の感想

テーマタイトルのように、「あったかい北

海道の子育てひろば」を実感していただけま

したか？「あったかい」のイメージは、⺟、

ストーブ、手袋、赤ちゃん、無償の、心から、

笑顔など人それぞれですが、ひろばはその温

かさを分かち合う、届け会う場でありたいで

すね。

北海道出⾝の⼩出まみ先⽣の「地域から⽣

まれる支えあいの子育て」に触発されて子育

てひろばを始めた私にとっては感慨深い大

会でした。

子育てひろばは、子育て家庭の思いを受け

取る最前線です。支援者としてどう関わる

か、社会にどう発信するか、私たちの役割は

また一段と広がり、深まったなぁと感じた全

国大会でした。

今回、実⾏委員を引き受けさせていただ

き、まず、今までつながりのなかった全道の

ひろば関係者の皆さんと近しくさせていた

だくことができました。私の「全国子育てひ

ろば実践交流セミナー」参加は、そこから始

まっていたかのように思います。そして、こ

の 2 日間は、全国のたくさんの仲間の子育て

家庭に向けた熱い思いに触れることができ、

さらに多くのヒントと気付きをいただきま

した。これからも、住んでいるところは違っ

ても、全国どこかしこで、ひろばに集う親

子・支援者等、すべての人が互いに学び合い、

成⻑できる“あったかひろば”を⽬指して、そ

れぞれの地域で頑張っている仲間がいるこ

とを忘れずに取り組んでいきたいと思いま

す。

＜新しい公共＞ ＜協働・連携＞ ＜当事

者主権＞ ＜コミュニティづくり＞など、

今、時代の流れとして注⽬されている⾔葉

は、地域の子育て支援の世界ではずっと以前

から実践されていたことでした。

次世代へつなぐ社会が希望の持てるもの

であるように、これからもパワフルに時代を

リードしたいものです。多くの皆さんと関わ

るなかで、学ぶことはつながることなのだと

実感しました。「学び」を伝えることも私た

ちのミッションですね。

これからも関わる⼒を鍛えて、つながって

いきたいと思います。

関わることのできたすべての皆様に感謝

です。

晩秋の札幌で皆様と出会えてとても楽し

く、いろいろと新たな気づきがあった有意義

な 2 日間でした。

全国で子育て中の親子のため、知恵を出

し、汗を流し、真剣に活動されている皆様の

⽇々のご努⼒が、⼦育て環境をより良いもの

にし、親と子供、周囲の人たちの幸せにつな

がっていることを改めて確認しました。

一方で、現場で活動している皆様のご努

⼒だけに⽢えず、社会として⼦育てのために

もっと投資をし、親子を元気にして、社会の

革新と発展につながることを願ってやみま

せん。遠路はるばる札幌に来ていただいた皆

様、⼤会を⼀緒に創り上げてきた⼭⽥委員⻑

と仲間の皆様には大変感謝いたします。

梶井祥子 さん 河西邦人 さん

美田祐子 さん 奥山千鶴子 さん



＊実⾏委員の感想

⽇常の豊かな経験交流と深い学び合いを

参加者全員で展開した２日間でした。

私の活動は、地域協同学習ネットワークで

すが、親育ちを考え地域の子育て環境をより

良い⽅向に変えたいとする思いは同じで、し

かも全国にこれほどたくさんの同士がいる

ことを知り感動もしました。「子育て支援の

メニュー」が増え、ややもすると「支えて」

だけが孤軍奮闘の現状もあると聞くなか、異

年齢で⽀えあうことや同年齢の仲間同⼠が

⽀えあう⼤切さを確認し合いながら「ともに

育つ」関係を築いている「ひろば」や「サロ

ン」がどんどん増えていることを実感しまし

た。「めげずに」「したたかに」、そして「し

なやかに」今後も私たちの思いを開花させる

ことを期待して。

今回のセミナーの実⾏委員にお話をいた

だいた時、まだ、実践も浅くこんな大きなセ

ミナーの運営の経験などあるはずもない私

でもいいのだろうか、と悩みました。でも、

先輩達の次世代を育てようとする温かい、そ

して頼もしい心を感じて、大きな胸に飛び込

んで委員の経験をさせて頂きました！

何もかもにドキドキでしたが、本当に楽しい

経験でした！広場の親子にだけでなく、こう

して、脈脈と流れる、育て育てられるつなが

り…こうして、大人も、また、出会う人の中

で育てられるのだと感じます。

セミナーで、感じたのは、全国にこんなあ

ったか広場がある！ だからおいでよ！

大人も子どもも、地域で、広場で育ちあおう

よ♪

全国の同じ志を抱く多くの方々との出会

いと交流は、⼤変嬉しいことでした。北のは

ずれの札幌へ、そして札幌の南端の藤野へ、

よくぞお出で下さいました。

今大会では、シンポジストとお出かけ分科

会の責任ある役をお引き受けして、微⼒なが

らベストを尽くしてきました。⼜、実⾏委員

の方々と同じテーブルで準備を重ねてきた

ことも楽しかったです。

しかし、後に気付いたのは、皆様の期待に

添えなかった点や至らなかった点が多々あ

ったことです。すみませんでした。

むくどりホーム・ふれあいの会が何とか官

⺠協働の活動にならないかと、⼿探りの挑戦

をしていますが、今大会で勇気を頂き、尚も

楽しい活動をしています。

皆様にとって、北海道で開かれた『全国⼦

育てひろば実践交流セミナー』はいかがでし

たでしょうか？

私にとって、ひろば型の実践は新鮮で学び

の多い、そして、自主活動でひろばを始める

という、全国の皆様の熱い思いとパワーを感

じた 2日間でした。

『出会えてうれしいね！』 本当にこの言

葉通り、全国のひろばの実践者の皆様に出会

えたこと、そして、セミナーの成功に向けて

⼀緒に頑張ってきた実⾏委員のみなさんと

出会い、つながりを持てたことに感謝してい

ます。

出会いとつながりを⼒に、それぞれの地域

の『あったかひろば』を目指して頑張りまし

ょう!!

河野和枝 さん 小林真弓 さん

柴川明子 さん 畠山八重子 さん



＊実⾏委員の感想

私に何ができるだろうか、と不安を抱きな

がら実⾏委員に加えていただきましたが、⽚

道 2時間かけて通った実⾏委員会や、２⽇間

の全国セミナーを通して、参加者や実⾏委員

のみなさんの熱い想いにふれ、勇気と元気、

知恵と夢をたくさん得ることができました。

それは、私たちには仲間がいる、私たちの思

いは間違っていない!!であり、子どもと親た

ちや私たちみんなの未来を明るいものにし

たいと確信した日々でもありました。

全国の仲間のみなさん、不慣れな私を⽀え

ていただきました実⾏委員の⽅々、お疲れ

様、そしてありがとうございます。みんなを

引っ張ってくれた⼭⽥実⾏委員⻑のパワー

にもバンザーイ!!

準備期間のほとんどの間、北アイルランド

に出張していたため、あまり貢献出来ず申し

訳ありませんでした。集会を成功に導いた皆

さんの献身的な奮闘に敬意を表します。

北アイルランドでは、⼦育て⽀援の本格的

な展開は今後の課題です。

今回の集会を通じて、日本の子育て支援実

践の層の厚さと質の高さを改めて実感しま

した。一人ひとりの子どもと親の生活現実に

向き合い、そこから支え合いの実践を創造的

に展開する⼒が確実に蓄積されていると思

います。

この⼒をさらに⼤きくするような制度・政

策対応によって、日本の未来社会の新たな像

も⾒えてくると思いました。

２日間に渡り司会を務めさせていただ

きました。司会席から皆さんの表情を伺う

と、朗らかな優しい笑顔の中に、情熱に燃

える⽬⼒を感じました。その情熱こそが、

子ども達と親達の心を支えていけるのだ

と思います。

そんな、志⾼いみなさんが、この北海道

に集うことができたこと、そして、酒を飲

みながら、交流し、議論を重ねられたこと。

そんな空気感に、実⾏委員として関わるこ

とができたことをうれしく思います。 こ

れからも、あったかい気持ちで、目の前に

いる子ども達。そして、何より子育てが楽

しくてしょうがない社会作りを、小さなひ

ろばから発信し続けていきましょうね。

まず初めにびっくりしたのは、⼭⽥委員⻑

が、パワフルで明るい事です。

そして、委員会の回を重ねるごとに、実⾏

委員の皆様が誠実であることを感じました。

セミナーの二日間では、それぞれが自分の

役割を実⾏し、⼀体感と達成感を感じました

し参加者の皆様の、充実した笑顔も印象的で

した。

希望としましては、他の分科会もビデオで

観たいと思いました。

高橋知事に間近でお会いしたり、たくさん

の参加者に会えたり、魅⼒ある実⾏委員の皆

様に、お会いできましたこと、心より感謝申

し上げます。

中谷通恵 副委員長若林卓実 さん

宮﨑隆志 さん真木朋子 さん

若林真理子 さん



＊実⾏委員⼀覧

2010.10.31 道庁赤れんが庁舎第 5号会議室にて（浦屋委員、奥⼭委員、河⻄委員、柴川委員、美田委員は欠席）

山田 智子（委員長） NPO 法人子育て応援かざぐるま代表理事・NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会理事 札幌市

中山 美知子（副委員長） 鉄道弘済会旭川保育所所長・子育て支援センター「おひさま」 旭川市

中谷 通恵（副委員長） NPO 法人お助けネット代表 白老町

猪口 信幸（監事） 恵庭市保健福祉部こども家庭課課長 恵庭市

佐藤 貴子（監事） 社会福祉法人北海道社会福祉協議会総務部総務課企画総務課主事 札幌市

赤塚 孝行（主催） 北海道保健福祉部子ども未来推進局子育て支援グループ主幹 札幌市

菊谷 克己（主催） 北海道保健福祉部子ども未来推進局子育て支援グループ主査 札幌市

浦屋 譲（共催） 札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課課長 札幌市

美田 裕子（共催） 札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援総合センター担当課長 札幌市

奥山 千鶴子 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会理事長・NPO 法人びーのびーの理事長 札幌市

梶井 祥子 北海道武蔵女子短期大学教授 札幌市

河西 邦人 札幌学院大学経営学部教授 札幌市

河野 和枝 北星学園大学社会福祉学部准教授・さっぽろ子育てネットワーク代表 札幌市

小林 真弓 ねっこぼっこのいえ 札幌市

柴川 明子 むくどりホーム・ふれあいの会代表 札幌市

畠山 八重子 中札内村子育て支援センター主任保育士 中札内村

真木 朋子 士別市総務部参事・子育てサポート「むっくり」 士別市

宮﨑 隆志 北海道大学大学院教育学研究科教授 札幌市

若林 卓実 学校法人浄暁学園朝里幼稚園副園長 小樽市

若林 真理子 増毛町立増毛保育所所長補佐・地域子育て支援センター「あっぷる」 増毛町

新井 絵麻（事務局） NPO 法人子育て応援かざぐるま 札幌市

藤森 晶子（事務局） NPO 法人子育て応援かざぐるま 札幌市

実行委員一覧


