
「ファザーリング全国フォーラム in 北海道」の概要 

 

１、開催の趣旨 

  改正育児・介護休業法に基づき本年 10月から新たに施行された「産後パパ育休」に関し、 

事業者及び労働者に向けた周知・啓発を行うため、父親の子育てを支援する NPO法人ファザ 

ーリング・ジャパンや国（厚労省、財務省等）と連携し、「ファザーリング全国フォーラム  

in 北海道」 を開催する。 

 

２、 開催日時 

日時 場所 

2022年 11月 25日（金） 13:00～17:00 かでる２・７ 

    11月 26日（土） 10:30～17:30 札幌エルプラザ 

 

３、 主催・後援 

・主催：北海道、「ファザーリング全国フォーラム in 北海道」実行委員会 

・後援：内閣府、厚生労働省、財務省等 

 

４、 内容 

 （１）道主催行事（25日） 

   ①開会式 

・「開催地代表挨拶」、「北海道イクボス共同宣言」 

②基調講演及びパネルディスカッション 

    ・基調講演（サイボウズ株式会社代表取締役社長 青野 慶久） 

・パネルディスカッション  

（２）その他の関係団体主催行事 

・NPO法人ファザーリング・ジャパンほか、厚生労働省、財務省の各団体が 

事業者や労働者向けに各々セミナー等を開催。 

  

５、参考 

  ・全国フォーラムについては、2012年から原則、毎年開催しており、これまで 10回開催 

開催回 開催年月 開催地 

第 8回 2018年 9月 広島県 

第 9回 2019年 10月 新潟県 

第 10回 2020年 8月 宮崎県 

      ※2021年に北海道開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため延期し、 

小規模のフォーラムを札幌市内で開催。 

 

経済部 労働政策局 雇用労政課 働き方改革推進室  

主幹 作山（直通：011-204-5354 内線：26-756） 



 

NPO法人 ファザーリング・ジャパンの概要 

 

 

１、概要 

「Fathering」（＝父親であることを楽しむ）の理解・浸透を図ることを通じて、「よい 

父親」ではなく「笑っている父親」を増やすとともに、働き方の見直し、企業の意識 

改革や社会不安の解消につなげ、次世代の育成と、将来の日本社会に大きな変革をも 

たらすことを目的とし、男性の育児休業取得促進をはじめ、関連する多方面の活動を 

行っている NPO法人 

 

 

２、組織 

組織名称 設立 代表者等 

NPO法人ファザーリング・ジャパン 2006年 代表理事/創設者 安藤 哲也 

ほか理事 13名 

ファザーリング・ジャパン北海道 2017年 共同代表 伊藤 新（あらた） 

 ほか、東北地域から沖縄まで全国各地に支部が点在（11か所） 

 

 

３、主な活動内容 

  （１）企業・自治体向け 

     ・全国フォーラムの開催（年１回、これまで 10回開催） 

     ・ワークライフバランスを重視する管理職養成事業「イクボス・プロジェクト」 

（２）子育て世代向け 

   ・「プレパパ・プロジェクト」（父親になる心構えや働き方）の実施 

   ・周産期・産後うつ防止等の支援事業 

 

 

４、ファザーリング・ジャパンと連携したこれまでの道の取組 

年月 内容 

R2.11 ・育休取得者・育休に興味のある方と民間企業等との座談会の開催 

・男性の育児に関する映画の上映会開催 

R3. 3 ・育休取得率向上についてのパネルディスカッションの開催 

・スウェーデン大使館と連携した写真展の開催  

R4. 1 ・「男性育休と働き方 北海道みらいフォーラム」の開催 

 

 

 



時間
13:00～17:00

参加・聴講

無料
要申込

2022年

11月25 日 金

かでる2・7
札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル

場
所

基調講演 ◉時間／13:15～14:00
◉場所／かでるホール　主催／北海道

パネルディスカッション ◉時間／14:05～15:05　主催／北海道

サイボウズ株式会社
代表取締役社長

青野 慶久さん講師

1971年生まれ。愛媛県今治市出身。大阪大学
工学部情報システム工学科卒業後、松下電工
（現 パナソニック）を経て、1997年8月愛媛県松
山市でサイボウズを設立。2005年4月代表取締
役社長に就任。社内の働き方改革を進め、最高
で28%あった離職率を大幅に低減するととも
に、3児の父として3度育児休暇を取得。また
2011年から事業のクラウド化を進め、2020年
にクラウド事業の売上が全体の75％を超えるま
で成長。総務省、厚労省、経産省、内閣府、内閣
官房の働き方変革プロジェクトの外部アドバイ
ザーを歴任し、SAJ(一般社団法人ソフトウェア
協会)筆頭副会長を務める。

著書に『ちょいデキ！』（文春新書）、『チームのこ
とだけ、考えた。』（ダイヤモンド社）、『会社という
モンスターが、僕たちを不幸にしているのかもし
れない。』（PHP研究所）、監修に『「わがまま」が
チームを強くする。』（朝日新聞出版）がある。

◉パネラー／
サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久さん
NPO法人ファザーリング・ジャパン 代表理事 安藤 哲也さん 他、数名
司会進行／フリーアナウンサー 太細 真弥さん

時間
10:30～17:30

2022年

11月26 日 土

札幌エルプラザ
札幌市北区北8条西3丁目

場
所

基調講演 ◉時間／16:00～17:00
◉場所／4F大研修室　主催／実行委員会

助産院エ・ク・ボ
院長

髙室 典子さん講師

札幌市出身。
札幌市立高等看護学院卒業後、北海道大学病
院の脳神経外科に勤務。
毎日人が亡くなっていく現場で「死ぬこと」に慣
れていくことに疑問を抱き、看護学校で初めて
見たお産見学の後に母から聞いた「あなたを産
んだ日は、自分のそれまでの人生の中で一番幸
せだったよ」という言葉を思い出し、結婚を機に
病院を退職する。
母の言葉から「死」から「生」を見つめたいという
思いが高まり、北海道大学附属助産師学校に
入学し、助産師資格を取得。
卒業後は、市内のお産の多かった個人病院に
就職し、女性の産む力を活かしたお産と４人娘
の育児を経験した。自らの体験から地域で困っ
ている母親たちを支えたいという思いから、
1994年「助産院エ・ク・ボ」を開業する。現在
は、後輩育成のためと、教育と実践をつなげる
ため天使大学大学院助産研究科 教授を兼任。
一社)北海道助産師会会長。

◉お申し込み　　　　　　　　

https://fj-zenkoku.net/hokkaido/

参加のお申し込みはこちらから

※会場の席数には限りがあります。また配信URLを事前にお知らせしますので、事前の参加申し込みをよろしくお願いします。
※当日の様子は、ZoomやYouTubeからもご試聴いただけます。
※プログラムの名称・内容は、予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

もっと自由に。新しい働き方、新しい子育てを北海道から。

◉主催：ファザーリング全国フォーラム in 北海道実行委員会、北海道
◉後援：内閣府、厚生労働省、財務省、日本労働組合総連合会（連合）、にっぽん子ども・子育て応援団、札幌市　◉協力：札幌市男女共同参画センター　



2022年

11月25 日 金 かでる2・7

道内自治体の「育休」と「働き方改革」
事例発表【710会議室】
イクボス宣言をしている苫小牧市・千歳市・芽室
町の代表者と男性育休取得者、FJ安藤代表と
のトークセッション。芽室町からは手島旭町長が
来場します。　主催：FJ北海道

分科会①
日本と家庭のお金のはなし
～パパママも知っておきたい！財政・金融教育のいま～
【730会議室】

FJ理事ファシリテートのもと、財務省と金融庁の
職員から、いまの子どもたちが学んでいる「財政
教育」「金融教育」を紹介します。  主催：財務省

分科会 ②
女性が生き生きと
活躍できる職場とは？【1070会議室】
男性育休も大事。でも、女性管理職もまだまだ
少ないと思いませんか？女性が活躍できる職
場について一緒に考えます。
主催：FJマザーリングPJ

分科会③

2022年

11月26 日 土 札幌エルプラザ
学生とはなす。働くこと。暮らすこと。
子育てすること。【4F大研修室】
大学生と一緒に、しごとや暮らし、子育てについ
て考えてみませんか？オンラインからも参加でき
ます。本分科会は「#SAPPORO DIVERSITY 
FORUM」の一環として開催します。
主催：実行委員会、札幌市

10:30～12:00

時間 10:30～17:30

時間 15:30～17:00

分科会④
親子で作ろう！親子で遊ぼう！
「木育」体験ひろば【2F環境研修室】
参加費／1家族500円※先着6組
木工体験による「遊び」を通じて、親子で楽しみ
ながら身近な森林、森、木のことを学ぶことがで
きます。
主催：実行委員会

10:30～12:00分科会⑥
伝えてますか？帝王切開出産の準備＆
産後のサポート～パパ編～【4F中研修室】
他人事ではない帝王切開出産を知って夫婦で
備えましょう。地域（助産師・保健師）みんなで
支える帝王切開。
主催：FJカイザーパパPJ

10:30～12:00分科会⑤

イマドキの部下や学生たちが求める
ボス像とは【4F大研修室】
若手や学生が求めているボス像である「推しボ
ス」、理想のチームのカタチとは？令和における
上司と部下、チームの在り方を考えます。
主催：FJイクボスPJ

13:00～14:15分科会⑦
男性の育児休業のススメ ～法改正のポイントと
育休取得のメリットや取組事例～【2F環境研修室】
2022年の法改正の解説、育休取得のメリット
や取組事例をご紹介いたします。また、参加者
同士でグループワークも予定！企業の人事労
務担当の方をはじめ、どなたでもご参加いただ
けます！　主催：厚生労働省

13:00～14:15分科会⑨
「思春期こそ社会参画を」～子どもが諸問題
から脱却するヒケツとは～【4F中研修室】
思春期と一口に言っても、抱える問題は様々。
その問題を乗り越えるカギは社会参画にあっ
た！実例を通して理解し実践に繋げることが
できます。
主催：FJコヂカラPJ

13:00～14:15分科会⑧

パパ写真講座「家族の笑顔の増やし方～
パパが写真をはじめたら～」【4F大研修室】
「笑顔の瞬間を撮るのが難しい！」と思っている
パパ。子どもの笑顔を引き出す写真テクニック
をお伝えします。また、家族の笑顔を増やすため
の撮影した写真の活用法も！
主催：FJ

14:30～15:45分科会⑩
男性育休って実際どうなの？
～経験者と語る座談会～【2F環境研修室】
「男性育休って実際どうなの？」そんな疑問に経
験者が答えます。育児・家事の不安や職場との
関係性など、ここでしか聞けない生の話を聞く
チャンス！
主催：パパ育休プロジェクト

14:30～15:45分科会⑫
サステナパパPJ
【4F中研修室】
「パパの日全国一斉清掃活動」やパパ友をつ
くり地域活動をする「イキメン実践プロジェク
ト」の事例発表&フリーディスカッションを行
います。
主催：FJサステナパパPJ

14:30～15:45分科会⑪

第26回 おさがりくるりん（おさがり交換会）
【1F情報センター】
参加費／1世帯500円。もう使わないけど、なんか捨てられない。そんな子
どもの洋服をお互いに交換しちゃいませんか？おさがりの提供はできない
けど、おさがりは欲しい！という方も参加OKです！
主催：一般社団法人相互支援団体 かえりん

10:30～15:00
洋食屋さんのチーズハンバーグを親子で作ろう！
トモショク料理教室【2F食材研究室】
参加費／500円 1家族※先着10組
親子で作って、みんなでトモショク（共食）しましょう！失敗しない塩麹で作る
チーズハンバーグのヒケツを、パパ料理研究家の滝村雅晴が伝授します！
主催：FJトモショクPJ　協力：マルコメ

10:15～13:00

パパ’s 絵本ライブ【1F情報センター】
絵本の読み聞かせ、音楽ライブ、お笑いライブがひとつになった、親子で楽
しめる「絵本ライブ」です！ぜひ気軽にご参加ください！
主催：パパ’s 絵本プロジェクト

12:10～1時間程度
いろとりどりダンスプロジェクト【1F情報センター】
「感覚遊び」と「手歌ダンス」。障がいのあるなしに関わらず、パパもママも子ど
ももみんなが一緒に、楽しい時間を過ごします。
主催：キッカケノバ

14:30～15:45

26日17:00～17:30の閉会式もぜひご参加ください！

寄せ鍋ライフのすすめ～仕事も暮らしも子育ても！あなたの人生を100年楽しもう～
【札幌市民交流プラザ1階SCARTSコート（札幌市中央区北1条西1丁目）】
仕事や家事、育児、趣味などを、限られた時間の中で天秤にかけるのではなく、寄せ鍋のようにどれも取り込んで
楽しく生きましょう！
◆講師：NPO法人ファザーリング・ジャパン　代表理事 安藤哲也さん
◆お問い合わせ：札幌市図書・情報館　TEL：011-208-1113　お申し込みは札幌市図書・情報館ホームページにて

11/24（木）18:30～20:00（予定）前日プレ
イベント
参加費無料！

FJ＝ファザーリング・ジャパン　PJ＝プロジェクト


