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平成29年度 家族の日フォーラム

平成29年度 家族の日フォーラム

内閣府、福井県

平成29年11月19日（日）13:00~16:00 (アオッサ8Ｆ）
※ 同時開催イベント しあわせフェスタ 10:00~16:00
会場 ハピテラス・アオッサ1Ｆアトリウム、6F研修室601A

福井県AOSSA（福井県県民ホール 収容535人）
住所：福井県福井市手寄１－４－１ TEL：0776-87-0003
http://kenminhall-fukui.jp/

開 催 概 要

内閣府では「新しい少子化対策について」（平成18年6月20日少子化社会対策会議決
定）等に基づき、平成19年度から、11月の第３日曜日を「家族の日」とし、さらに、
その前後１週間を「家族の週間」と定め、この期間を中心として、子育てを支える家
族と地域の大切さが国民一人ひとりに再認識されるよう呼びかける取組みを行ってい
ます。
また、平成27年3月20日に閣議決定された「少子化社会対策大綱」においても、多様
な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、「家族の日」や「家族の週間」におい
て様々な啓発活動を展開し、家族や地域の大切さ等についての理解の促進を図ること
としています。
これらを受けて、「家族の日」には共催である今年は福井県との共催でフォーラムを
開催し、子育てを支える家族や地域の大切さ等について理解促進を図りました。
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ステージ

ブース

アオッサ
研修会会場

アオッサ
アトリウム

ハピテラス

会場

関
連
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ト

県警音楽隊

による演奏

子育て戦隊

ﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰｼｮｰ
e紙芝居 e紙芝居e紙芝居

ブース

ベネッセ

飲食コーナー

かに鍋（福井市漁連女性部）
いちほまれ試食会

無料健康相談会（県看護協会）

歯科相談コーナー（県歯科医師会）

三世代子育て応援講座

NPO法人孫育て・ニッポン
棒田明子理事長

【同時開催】「しあわせフェスタ」10:00~16:00

参 加 者 子育て中の人や子育てを支援している人を中心とした幅広い国民各層
およそ400人
事前に入場整理券配布（参加費無料）
配布場所：ハピテラス内閣府ブース前 10:00~

アオッサ1Ｆアトリウム
アオッサ6Ｆ 研修室601Ａ

プログラム
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家族みんながハッピーにな
る子育て・孫育て

棒田 明子 氏

オープニングパフォーマンス 「はぴねすダンス」
司会：岩本 紀美子 氏

主催者挨拶 大臣官房少子高齢社会対策等企画調整室長 嶋田 裕光 氏
福井県副知事 藤田 穣 氏

挨拶 参議院議員 滝波 宏文 氏

基調講演 講師：石蔵 文信 氏（大阪大学人間科学研究科未来共創センター招へい教授）
タイトル「共働きでも子育てしやすい！～育ジイからのメッセージ～」

ステージショー「子育て戦隊 パパレンジャーショー」

トークショー 金子 貴俊 氏「家族と楽しむ！たかパパごはん」

パネルディスカッション
「家族全員を幸せにする子育てとは？～パパが家族のためにできること～」

ファシリテーター :

パネリスト :

閉会

13:00

13:10

13:20

14:10

14:30

14:50

16:00

伊久美 亜紀 氏(株式会社ベネッセコーポレーション
サンキュ!たまひよメディア統括責任者)

石蔵 文信 氏 (大阪大学人間科学研究科未来共創センター招へい教授)
舘 直宏 氏 (父親子育て応援団おっとふぁーざー団長）
谷川 智恵 氏 (株式会社 木工房蔵 本部長)
金子 貴俊 氏 (俳優)

11:50~
11:00~

●国体グッズ販売
●縁日コーナー

●ブース
内閣府

●ブース
ベネッセ

●飲食コーナー
かに鍋（福井市漁連女性部）
いちほまれ試食会

開 催 概 要
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プログラム詳細

12:30ドアオープン。小雨混じりの天候の中、たくさんの方が来場されました。
家族の日フォーラムへは392名、関連イベントを含めると総人数約1,100名の方にご来場いただきました。

●会場入口では国体・障スポ マスコットキャラクターの「はぴりゅう」がお出迎えしました。

●しあわせフェスタの内閣府ブースで配布された
整理券を持参した方の受付

●福井県よりご招待された方の受付

●開場
ステージ上で、スクリーンに「ご案内」を掲示。

開場 12:30~

●会場ロビーでは無料で各省庁の冊子を配布。
厚労省
厚労省
内閣府(男女局)
内閣府(男女局) 

内閣府(男女局)   

内閣府(少子化)   
法務省

「父親の仕事と育児両立読本」
「子育てパパはじめの一歩！イクメン入門」
「ひとりひとりが幸せな社会のために」
「夫婦が本音で話せる魔法のシート

○○家作戦会議」
「夫婦が本音で話せる魔法のシート

○○家作戦会議活用マニュアル」
キッチンバス工業会 川柳
広報誌「ほうてらす」40号

(パンフ)
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プログラム詳細

「2018福井国体・障スポPRキャラバン隊」の皆さんによる「はぴねすダンス」で「家族の日フォーラム」がスタートしま
した。国体・障スポ マスコットキャラクターの「はぴりゅう」も参加し、元気いっぱいのダンスを披露しました。

主催者挨拶として、松山 政司少子化対策担当大臣の「このフォーラムが、皆様一人ひとりにとって、子育てを支える家

族と地域の大切さを改めて気付くきっかけとなり、温かな社会に繋がっていくことを願っています。」との挨拶文を内閣府
大臣官房少子高齢社会対策等企画調整室 嶋田 裕光室長より代読しました。続いて、藤田 穣福井県副知事より、「県内各地

で子育てを支える気運がさらに高まり、子育て家庭が地域とのつながりを大切にしながら、心豊かに生活できる社会の推進
につながれば幸いです。」との挨拶がありました。

【内閣府大臣官房少子高齢社会対策等企画調整室長 嶋田 裕光】
（松山 政司少子化対策担当大臣の挨拶文を代読）

【福井県副知事 藤田 穣】

このイベントを応援するために、駆けつけてくださいました、福井県選出の参議院議員 滝波 宏文様からご挨拶をいただ
きました。滝波様からは、別途御祝文も頂戴しました。

オープニングパフォーマンス 13:00~13:10

主催者挨拶 13:10~13:15

挨拶 13:15~13:20
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プログラム詳細

大阪大学人間科学研究科未来共創センター 招へい教授の石蔵 文信先生をお招きし、『共働き夫婦』と『祖父母世代』を
テーマに、 『共働きでも子育てしやすい！～育ジイからのメッセージ～』というタイトルでご講演をいただきました。

基調講演（要約）『共働きでも子育てしやすい！～育ジイからのメッセージ～』石蔵文信先生13:20~14:10

医師として働く３人の娘さんを持つ石蔵先生は、家族会議によってご自身が３児のお孫さんの育児を担うことにな
られたそうです。先生は、この体験を語る前にまず、自分たち祖父母世代の夫婦のありかたを話されました。特に定
年後の男性はお金と健康以上に、奥様との関係づくりや家庭内での居場所づくりが、とても重要になると指摘されま
した。
「熟年夫婦の離婚」や離婚に至らなくても「妻から好まれない夫が急増している」という調査データを紹介され、

そのうえで夫が家事や自分の身の回りのことができる“自立”を促されました。なかでも「料理ができる」ことがポイ
ントと考え、この考えから先生は、熟年男性を対象にした料理教室も主宰されています。この教室ではある時、自分
の孫を抱っこしながら料理をつくり教えるという時もあったそうです。「ご飯をつくってあげる。これは孫育て、子
育ての第一の基本であり、“餌付け”は、尊敬を勝ち取る近道です」とユーモラスに話されました。
また、体力・気力面でありがちな“孫疲れ”にも言及され、「時には子世代との感情の行き違いをまねくこともあり

ますが、育児の負担から娘にノイローゼになられるより、ずっとマシです」とおっしゃられました。
体験を通して得た“育ジイ”の心得としては、「頑張り過ぎない。手を貸すけど、口は出さない。娘に甘いくらいが

良好な家族関係を保つにはちょうど良いのでは」とのことでした。女性が結婚後もキャリアを続けるには、「“育ジ
イ”を増やす政策支援も必要と思います」とお話しされました。
子育て世代に対しては、「産後の３カ月は母親が育児に専念し、“イクメン”は育児よりも家事を担って欲しい」と

思われたそうです。さらに、３カ月を過ぎれば医学的な知見から、人や施設に預けても発達に影響は見られないと紹
介され祖父母としても、娘と娘婿が二人だけの男女になれる時間をつくってあげることで、「少子化の歯止めや将来
の熟年離婚が防げるのでは」と話されました。
最後に先生は、「孫の成長にともなう個性の発現を観察するのは、大きな楽しみです。これまでの妻への感謝

や、生きがいをもたらしてくれます」と数々の体験例を紹介くださり、講演を締めくくられました。
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プログラム詳細

『子育て戦隊パパレンジャーショー』は、子どもとの遊び方がわからない、子どもと遊ぶ時間がないという父親の
悩み解消や手助けを目的に、坂井市、あわら市を中心とした男性保育士が集まって設立された「父親子育て応援団
おっとふぁーざー」によるヒーローショーです。
「子育てや家族に興味のないお父さんをドンドン増やしてやるぞ」という怪人ロクデナシと「お父さんの子育てや

育児参加の応援をして、子どもたちや家族が幸せに暮らせることを願っている」というパパレンジャーとの対決を
ショー形式で上演し、みごとにパパレンジャーが勝利しました。

ステージショー 『子育て戦隊パパレンジャーショー』 14:10~14:30

トークショー（要約）『家族と楽しむ！たかパパごはん』金子貴俊氏（俳優） 14:30~14:50

俳優の金子 貴俊さんをお迎えし「家族と楽しむ！たかパパごはん」と題してお話しいただきました。
金子さんは、2008年にご結婚され、現在は一男一女のパパであり、 家事や子育てなど家族との触れ合いを大切に

したライフスタイル。また、子育てをきっかけにフードアナリスト資格3級を取得され、ご夫婦での合作ハンバーグ
や金子さんが作ったホームパーティのお料理などプライベートな写真もご紹介頂きました。

元々料理が特技の金子さんですが、さらに料理を作っていくきっかけとなったのは奥様が妊娠初期の頃。つわり
がひどい時期は友達にも会えず、孤立しがちな状況もあったそうですが、そんな奥様の様子に気づいた金子さんは
妊娠期の不安を奥様だけに背負わせず「少しでも軽減してあげれば胎教にも良い」と思い、散歩に誘ったり、ヘア
サロンに行く時間を作ってあげたり工夫を重ねてこられました。また、ハンバーグを作れば奥様からの「パパがこ
ねてくれるとやっぱり美味しいね」との言葉に力が入り、「パパの立場がグッとあがる」喜びからますます料理も
好きになっていかれたそうです。
金子さんは、奥様に「愛している人と結婚したんだから、一番笑っていて欲しい」と思ったから「僕は、子ども

優先じゃなく、妻が優先」とお話しされました。命を宿して子が成長していく、「それは妻が一番美しく輝く、か
けがえのない時期。その時間を共有しないのは淋しいですね。忙しいパパさんも何か一つ、自分の得意なこと、ま
ずできることからちょっとずつやってみましょう。育児期には母親が介在しない、父親と子どもとの二人だけの関
係を育てる時間も、子どもの成長には貴重な経験の一つだと思います」とお話しされました。トークの終りには「
パパは、大きく全体的なバランスを見て、いざという時のフォローやヘルプが役割。そのためには余裕が必要」と
締めくくられました。
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『家族全員を幸せにする子育てとは？～パパが家族のためにできること～』と題して、ファシリテーターに株式
会社ベネッセコーポレーション サンキュ! たまひよメディア統括責任者の伊久美 亜紀氏、パネリストには基調講
演にも登壇いただき、長女の出産を機に、孫育てに取り組んでおられる大阪大学人間科学研究科未来共創センター
招へい教授の石蔵 文信先生、現在、第３子の誕生に伴い育児休業を取得し、妻とともに子育て中の「父親子育て
応援団おっとふぁーざー」団長の舘 直宏氏、自身の子育てと仕事の両立をかなえているワーキングマザーの株式
会社木工房蔵 本部長の谷川 智恵氏、そして俳優の金子 貴俊氏も加わりパネルディスカッションが行われました。

まず最初は、全国の共働き世帯割合を調査したランキング（表①）と福井県における男性の家事・育児参加を示
す調査結果（表②）を踏まえて、谷川氏と舘氏が家事・育児について実践されている自己の分担を紹介されました。
東京から福井に越して４世代家族となった谷川氏は、「実状では祖父母（舅・姑）に助けてもらっており、夫と４
人でLINEのグループをつくり、随時子どもの情報を共有し合っている」と祖父母の存在の大きさを強調され、こ

れに対し、核家族の舘氏は、「原則的には夫婦がそれぞれ得意なこと、できることを分担しているが、近所や地域

の方の助けが大きい」と話されました。
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プログラム詳細

【ファシリテーター】
伊久美 亜紀 氏 （株式会社ベネッセコーポレーション サンキュ! たまひよメディア統括責任者）

【パネリスト】
石蔵 文信 氏 （大阪大学 人間科学研究科 未来共創センター 招へい教授）
舘 直宏 氏 （父親子育て応援団 おっとふぁーざー団長）
谷川 智恵 氏 （株式会社 木工房蔵 本部長）
金子 貴俊 氏 （俳優）

パネルディスカッション（予約）
テーマ 『家族全員を幸せにする子育てとは？～パパが家族のためにできること～ 14:50~16:00

表①■都道府県別共働き世帯ランキング

順位 都道府県名 比率
1 福井県 58.8%
2 山形県 57.4%
3 石川県 55.0%
4 島根県 54.7%
5 富山県 53.9%
6 長野県 53.9%
7 新潟県 53.6%
8 佐賀県 53.1%
9 鳥取県 52.7%
10 山梨県 52.5%

表②■福井県の男性の家事・育児参加

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

夫婦が共に分担する

ある程度進んで関わる

頼まれればする程度

男性のすることではない

その他

無回答

総務省統計局 平成24年就業構造基本調査結果
都道府県別夫婦共働き世帯数及び割合（平成24年）より
※「夫婦のみの世帯」，「夫婦と親から成る世帯」，「夫婦と子供
から成る世帯」，「夫婦，子供と親から成る世帯」の合計のうち,
夫婦共に有業の世帯数の割合

※平成26年1月 結婚・子育てに関するニーズ調査
福井県子ども家庭課調査(保護者 N=5000)より本設問の回答者は保護者のうち
男性のみとする。
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表③■６歳未満の子供を持つ夫婦の家・育児関連時間（１日あたり・国際比較）
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プログラム詳細

※総務省 平成23年 社会生活基本調査より
（注）6歳未満の子供がいる夫の1日当たりの家事関連時間
（夫婦と子供の世帯，土日を含む週全体の平均）
※家事関連時間・・・「家事」，「介護・看護」，「育児」
及び「買い物」の合計

表④■都道府県別イクメンランキング
6歳未満の子供がいる夫の1日当たりの家事関連時間

順位 都道府県名 時間 分
1 秋田県 1 44

岩手県
埼玉県

3 島根県 1 36
4 徳島県 1 33

岐阜県
長崎県
福井県
鳥取県

35

0 59

0 57

12 37

～～略～～

33

さらにファシリテーターの伊久美氏が世界各国の家事・育児の関連時間を示す調査データ（表③）を示し、「日本では
妻が７時間34分、夫が1時間23分と、他国に比べて従事時間の差が大きいように思われる」と論点を提起しました。これ
に対し谷川氏は、「わが家ではこのデータに近いが、周囲のパパを見るとPTA活動、祭や消防団活動などに参加している。
このグラフではそれらの活動時間が入っていないのでは。これを入れると、家族のため・地域のために協力している男性も
意外に多いのではないか」と指摘されました。
続いて金子氏は、仕事が多忙な男性の立場から「在宅日は料理の他にも、お風呂掃除や入浴をさせて寝かしつけることな

ども自分の役割」と話されました。また、日頃から積極的に孫育てに関わられる石蔵氏は、育児環境が時代とともに大きく
移り変わったことを捉えて「自分の子育ては35年前。当時は地下鉄に子を背負って乗ると、かわいそうな男性だと周囲に見
られた。今はその性差意識がなくなった。しかし一方で、情報量が多すぎて、逆に何をしていいのか分からなく悩んでしま
うことも多いのではないか」と指摘されました。

続いて示された都道府県別イクメンランキング（表④）について、舘氏は福井県の
35位を挙げて、「ショックです。日本一は長い道のり。ただし、イクメンでない
と非難されるような風潮には違和感を覚え、そこまで頑張らなくてもよいのではな
いかと思います。肩の力を抜いて、自然体で楽しみながら、順位が上がっていけば
良いと思います。現在は育児休業をしており、当初は保育士の仕事で積んだ経験を
生かそうと意気込んでいましたが、子が母親を慕う力には勝てず悩んだ時期があり
ました。しかし、自分が家事をして縁の下の力持ちになることで、母子が存分に関わ
れる時間をつくれると気づき、育児休業を楽しめるようになりました」とご自身の経
験を紹介されました。一方、夫以外の同居家族からも子育てのサポートが受けられる
谷川氏は、4世代家族になった当初、「経験豊富な義母に口を出されるのが重荷にな
った時期がありましが、でもこの子のためを思ってくれていると感じた時から、心か
らありがたいなと思えるようになりました」と話されました。
石蔵氏は、「男女の権利平等はいいことだが、性別によって役割分担ははっきり分

かれる。家事と育児は混同しないこと。また知識先行でお互いが、あれやった方が良
いよ、と言うのもよろしくない」と語られ、舘氏は、「男はほめられれば、どんどん
やってしまう。妻がおだてて夫を動かしていくのが良いのではないか」とご自身のご
経験から話されました。さらに金子氏は夫婦の在り方として、「月に1回は子どもを
祖父母に預けてデートに出かけるようにしている。父母関係の前に男女の関係を忘れ
ないでいたい」と家族でのコミュニケーションのコツをお話しされました。
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プログラム詳細

次に父親の育児や家事が積極的な家庭ほど、第２子の出生率が高いとの調査結果（表⑤）について石蔵氏は、「第
１子で一人大変な思いをしたことが、第２子への大きな障害になっている」と解説されました。舘氏が、「育児・家
事のサポートばかりでなく、例えば、いただきます、ごちそうさまと、当たり前に思っていたことに感謝の気持ちを
妻に伝えます。そうした良好な夫婦関係を育てあうことも大切です」とされたのを受けて、石蔵氏は、「いくつにな
っても妻に愛しているという言葉を伝えることが大切だ。男性は、心の中で愛してればいいじゃないかと、その言葉
や感謝を口にしない。ここは、変えていきたい」と応えられました。

資料：厚生労働省「第14回21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)」(2015年)
注：1.集計対象は①または②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。ただし、妻の「出生前データ」が得られて

いない夫婦は除く。
①第1回調査から第14回調査まで双方から回答を得られている夫婦
②第1回調査時に独身で第13回調査までの間に結婚し、結婚後第14回調査まで双方から回答を得られている夫婦
③出生前調査時に子ども１人以上ありの夫婦

注：2.家事･育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生なし」は第13回調査時の状況である。
注：3.13年間で2人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
注：4.「総数」には、家事･育児時間不詳を含む

最後に本ディスカッションの締めくくりとして、金子氏は、「完璧な親なんて、たぶん一人もいないと思います。
肩に力を入れずに、できることをコツコツとやって、最終的には、ああ、幸せだったなと思えたらいいのかなと思
います」と話され、谷川氏は、「楽しく、4世代、同居してます。そういった方がたくさん増えることを願っていま
す。時には片目つむったり、両目つむったり、我慢も必要ですが、大家族だと、幸せなことがどんどん増えていく
と思います。福井県は『3世代同居で幸せいっぱい』を願います」と話され、石蔵氏は、「子どもや孫は、本当に天
からの贈り物。子育てをしているっていう意識じゃなくて、子育て、孫育てをする機会をいただいてると思ってい
ます。苦労は多いですけども、本当にありがたいと思います」と話されました。
最後にファシリテーターの伊久美氏が「夫が休日に行う家事や育児の時間と、第2子以降の出生割合には大きな関

係性が見られます。夫が家事育児を長時間している夫婦のほうが第2子以降の誕生する割合が高いことがわかってい
ます。本当に基本的なことですけれども家族が笑顔でいることっていうのが、もう何よりも幸せなんですよね。その
ために家族一人ひとりが自分にできることをしていきましょう」と会場に呼びかけて、満場の拍手とともに締めくく
りました。

表⑤■夫の休日の家事・育児時間別にみた第２子以降の出生の状況
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会場内展示・看板

【 AOSSA1F アトリウム 内閣府展示コーナー 】

【 AOSSA1F 入口案内看板 】 【共催 福井県主催「しあわせフェスタ」看板】

・歯科相談コーナー

【 AOSSA6F 「しあわせフェスタ」 孫育て・子育て応援講座】

【 AOSSA1F アトリウム 福井県主催「しあわせフェスタ」】

・健康相談コーナー
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同時開催：しあわせフェスタ 主催：福井県

①さんきゅうパパ
プロジェクト

③家族の日・週間 ④チャンス
貧困問題

⑤〇〇家
男女問題

【内閣府展示コーナー】

【パネル展示内容】

【ハピテラス会場風景】

②パパも休もう！
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「家族の日」の封筒に
・プログラム
・アンケート（ペグシル付き）
・さんきゅうパパ準備BOOK
を封入し、500個セット準備

配布物

「家族の日フォーラム」プログラム

来場者配布物
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配布物

※参加整理券は、当日ハピテラス内の
「内閣府ブース」にて配布。

さんきゅうパパ準備BOOK「アンケート用紙

参加整理券
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掲出物

家族の日フォーラム」ポスター 「家族の日 家族の週間」啓発ポスター

「家族の日フォーラム」チラシ

【表面】 【裏面】



【別 添】
家族と地域の大切さに関する作品コンクール 表彰式



平成29年度 家族の日フォーラム

「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」表彰式 平成29年12月20日 13:00~13:15

「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」は、「家族の日」「家族の週間」の啓発活動の一環と
して、子育てを支える家族や地域の大切さに関する「写真」および「手紙・メール」を公募し、優秀な作
品を表彰することにより、家族や地域の大切さに対する理解と関心を高めることを目的に実施しています。
今年度は、募集期間を10月31日までに延長し、表彰式は12月20日(水）内閣府にて行いました。
表彰式では、最優秀賞受賞者に松山政司内閣府特命担当大臣（少子化対策担当）から表彰状、副賞が授

与されました。

写真部門

テーマ①「子育て家族の力」

「お誕生日おめでとう！」
岩尾 雄飛さん（大阪府）

テーマ②「子育てを応援する地域の力」

「子ども素隠居参上！」
森岡 雅和さん（岡山県）*欠席

手紙・メール部門

小学生の部

「仲良し三兄弟」
根本 徳郁さん（秋田県）

中学生・高校生の部

「ボクの家族」
知念 駿さん（沖縄県）

一般の部

「『家族からの あったかい退職プレゼント』」
矢野 和子さん（京都府）

17

■受賞者（同行者）と松山政司内閣府特命担当大臣（少子化対策担当）
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※所用により欠席

□写真部門／「子育て家族の力」
「子ども素隠居参上！」

森岡 雅和さん（岡山県）

■写真部門／「子育てを応援する地域の力」
「お誕生日おめでとう！」
岩尾 雄飛さん（大阪府）

■手紙・メール部門／中高生の部
「ボクの家族」
知念 駿さん（沖縄県）

■手紙・メール部門／一般の部
「『家族からの あったかい退職プレゼント』」
矢野 和子さん（京都府）

■手紙・メール部門／小学生の部
「仲良し三兄弟」
根本 徳郁さん（秋田県）



平成29年度「家族の日」フォーラム 開催報告
発行 内閣府子ども・子育て本部 少子化対策担当
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html
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