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平成30年度家族の日フォーラム 開催概要

事業名称

事業目的

︓平成30年度家族の日フォーラム

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、今年度の「家族の日」には共催である宮崎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。

開催日時

場所

主催

後援

プログラム

︓2018年11月18日（日）13:00~15:45

︓MRT micc2Fダイヤモンドホール
（宮崎市橘通西4丁目6番3号）

︓内閣府・宮崎県

︓宮崎県教育委員会、宮崎県市町村教育委員会連合会、宮崎市教育委員会、
都城市教育委員会
宮崎県PTA連合会、宮崎市PTA協議会、宮崎日日新聞社、夕刊デイリー新聞社、 朝
日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、西日本新聞社、ＮＨＫ宮崎放送局
ＭＲＴ宮崎放送、ＵＭＫテレビ宮崎
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平成30年度家族の日フォーラム プログラム詳細

開場 12︓30～

12︓30に会場オープン。多くの子ども連れが会場オープンを楽しみに待っていてくれました。

●受付 ●託児エリア

●ホワイエでの展示 ●ホワイエでの展示

●ホワイエでの展示 ●サテライト会場（九州電力）での展示

●サテライト会場（TV局の見学会）の様子 ●サテライト会場（公園広場プレパーク）の様子
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平成30年度家族の日フォーラム プログラム詳細

オープニングパフォーマンス 13︓00～13︓15

2018年8月九州吹奏楽コンクール小学生の部宮崎県代表 宮崎県都城市立高城小学校吹奏楽部のみなさんによる
オリジナル曲『レ フルール ドゥ ルミエール 光の華たち』の演奏から家族の日フォーラムがスタートしました。
宮崎県シンボルキャラクターみやざき犬のむぅちゃんも参加し、元気いっぱいのダンスを披露しました︕
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平成30年度家族の日フォーラム プログラム詳細

主催者挨拶② 13︓20～13︓25

続いて、河野 俊嗣宮崎県知事より、「毎年4月30日が国際ジャズデイというのはご存じですか。ピアニストの山下洋輔さ
んをお招きして、小学生や中学生が一緒にジャズ演奏をします。オープニングの高城小学校も参加していて、プロと一緒の
ステージに立って練習することによって、子どもが成長していく姿を見るのは、われわれもぞくぞくします。家族、子育てがテー
マでありますが、音楽を通じてそういう子育てというものがあるのだなというのを感じたところです。
さて、11月の第3日曜日は家族の日。県民にとっては毎月第3日曜日が家庭の日。それが重なった日です。あした11
月19日も大事な日。私も含めた14県の若手知事の同盟で、子育てを含めた将来世代を応援していこうと語呂合わせで、
11月19日をいい育児の日にしようと記念日登録しました。14県で一緒になって、「WEラブ赤ちゃんプロジェクト」への参加
も始めました。こういった会場でも、「泣いていいのよ」というステッカーを作って、お母さん、お父さんをサポートしていこう、そん
なこともしてます。宮崎バージョンは「泣いてもいっちゃが︕」です。
また、未来みやざき県民運動として、子育て、または子育て家庭を支援していこうと取り組みを進めています。この11月
は子育て応援月間として県としても取り組んでいこうと思います。」と挨拶されました。

【宮崎県知事 河野 俊嗣】

主催者挨拶① 13︓15～13︓20

主催者挨拶として、内閣府子ども・子育て本部統括官 小野田 壮より、「少子化、そして人口減少は、国難とも呼ぶ
べきわが国の大きな課題です。真正面から立ち向かい解決を図るため、安倍内閣としまして希望出生率1.8の実現に向
け、幼児教育、保育の無償化や子育て安心プランの前倒しを実施します。
内閣府では、宮腰大臣の下、多様な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、子育てを支える家族と地域の大切さを
国民一人一人に理解していただくことを目的に、毎年11月の第3日曜日を家族の日としました。この日を挟んだ前後各1  
週間を家族の週間と定め、本フォーラムをはじめとしてさまざまな広報活動を展開しています。宮崎県では、河野知事の強
いリーダーシップの下、子育てに関する県民運動の実施や、結婚サポートなどの少子化対策に積極的に取り組まれていま
す。宮崎市で共催できることは大変意義深いこと。子育てを支える家族と地域の大切さにあらためて気付くきっかけとなり、
温かな社会につながっていくことを願っています。」との挨拶がありました。

【内閣府子ども・子育て本部統括官 小野田 壮】
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平成30年度家族の日フォーラム プログラム詳細

「東北大学で、脳の発達、加齢に関わる研究をやっています。子どもたちの脳というのは非常にダイナミックに発達をします。
生まれて全ての脳の領域が一遍に発達をするわけではありません。脳は後ろの原始的なところから発達のピークを迎えて、思
春期ぐらいで前頭葉の前、前頭前野にピークが来ます。赤ちゃんは感覚に関わる脳の領域、見たり聞いたりぬくもりを感じたり
に発達のピークが来ます。この頃は愛着形成が大事。笑顔で赤ちゃんの目を見て、ぎゅっと抱きしめながらたくさん話し掛けてあ
げましょう。生後半年から1歳ぐらいは母国語の獲得時期が来ます。どのような本でも絵本でもいいので、とにかくたくさん本を読
み聞かせて上げるのが大事です。
もう少し大きくなってくると、自分と外の世界の区別がついてきます。外の世界に対して興味が出てくるのです。図鑑のような
もので何かに興味を持ちます。非常に伸びたご家庭というのは、すかさず本物を見せに連れていきます。本に出ているのは世の
中に存在している、広がりを見せてあげるこの知的好奇心を伸ばすことが、その後の勉強や仕事、人生につながります。

3歳から5歳ぐらいは運動能力の獲得に適した時期です。プロの演奏家やオリンピック選手は、このぐらいから少しずつ始めら
れている方が多く、8歳から10歳ぐらいまでが第2言語の臨界期、英語獲得にいい時期。リスニングをやると、いわゆる耳が良く
なるといわれています。小学校、中学校は前頭前野のピークが来ます。大切なのは、SNSでメッセージを打っているのではなく
て、フェースツーフェースの実際にリアルなコミュニケーションです。親子、友達同士などのコミュニケーションがとても大事。

子どもたちが夢をかなえるにはどうしたらいいのかというのが私たちのとても大きな研究のテーマでした。一番良いのは親が実践
することなのです。うまくても下手でもいい。親がやって、それを子どもに見せてあげるということです。私も生まれてこのかた水泳
経験がありませんが、今息子と一緒に必死になって泳いでいます。子どもに何かをさせようと思ったら、私たち親、あるいは大人
は、一緒に努力をして頑張ること、これこそが究極の教育だということがいわれています。

息子は20歳、自分はもう30歳だから手遅れと思われる方、脳には変化をする力、可塑性があります。いつから何を始めて
も、確実に能力は伸びるのです。30歳からピアノ、50歳、80歳から英会話など、努力にかかる時間は増えますが、全て能力
は伸びていきます。

成績が伸びるご家庭の共通点は多いです。一番は熱中体験。何かを極めたいと思うと自分で一生懸命頑張ろうとします。
でも、壁が来ます。先生や親や友達などに聞き、本も日本語の本だけではなく英語の本で調べるなど、トライアンドエラーをしま
す。勉強や仕事と全く同じです。もう一つ重要なのは生活習慣です。睡眠時間を削ると海馬の体積が萎縮傾向になります。
記憶などに影響を与えてしまうのです。子どもたちは8時間、9時間しっかり睡眠を。食べることも大事。食べないよりは何倍も
食べるほうがいいのです。体を動かすのも大事。たくさん走って、たくさん遊ぶべきなのです。

褒めると脳の発達が促進されます。努力の過程を褒めるのが子どもたちの能力を伸ばす上で大事だといわれています。子ども
に幸せと感じてもらうならば、まず親である私たち自身が努力する、一緒に楽しむということ。最終的に子どもたちの夢の自己
実現につながると。私たち大人ができる教育の本質です。」
（講演内容を一部抜粋）

基調講演 「子どもたちの健やかな成長のために～子どもの才能を引き出す家族の会話とは～」 13︓25～14︓30

東北大学 加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 瀧靖之教授をお招きし、「子どもたちの健やかな成長のために
～ 子どもの才能を引き出す家族の会話とは ～」というタイトルでご講演いただきました。
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平成30年度家族の日フォーラム プログラム詳細

キャラクターショー 14︓30～14︓45

キャラクターショーでは、宮崎県を中心に活動するご当地ヒーロー 「天尊降臨ヒムカイザー」によるヒーローショーが行われ
ました。
ヒムカイザーとともにヒムカイザーの心強い味方であるツクヨミも登場し、ショーを上演すると、会場の子どもたちからは大きな
歓声があがりました。
その後は、ヒムカイザーとともにクイズ大会を実施。みんなで盛り上がりました。
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プログラム詳細平成30年度家族の日フォーラム

トークショー 「家族をテーマにした作品を撮る、映画監督になるまで」 14︓45～15︓30
映画監督の吉田康弘さんをお迎えし「家族をテーマにした作品を撮る、映画監督になるまで」と題してお話して頂きました。
吉田監督は2003年井筒和幸監督『ゲロッパ︕』の監督アシスタントとして映画の世界へ、その後2007年『キトキト︕』で
監督デビュー。デビュー作の『キトキト︕』をはじめ、『旅立ちの島唄～十五の春～』、 『バースデーカード』そして、 2018年
10月末から全国公開の映画『かぞくいろ―RAILWAYS わたしたちの出発―』などの家族をテーマにした映画作品を監督さ
れています。

「現在は映画監督ですが幼少期は漫画家になりたかった。父親が電気設計士で配電を描く人でしたので、要らない紙を
家に持って帰ってきて、いっぱいある裏紙に絵を描き、物語を考えることを常日頃やっていました。高校の文化祭で映画を
作ったのですが、すごくウケて、音やいろいろなことが表現としてできるということに喜びを感じ、映画を志すようになりました。
大阪出身なので、やはり笑いが起こると、すごく気持ちよくなって、自分は才能があると勘違いしてしまった（笑）。

監督デビュー作の2007年公開の『キトキト︕』では、早くに夫を亡くして、女手一つで2人の子どもを育てた母親と、その
息子の絆を描いた物語を作りました。この映画は監督自身の息子目線でのお母さまとの関わりを描きました。僕自身、早
くに母を亡くしているので、パワフルな人だった母親のことをやりたいなと。息子と母親の関係を映画化したいという思いで、こ
の企画を進めました。母は僕が学生のときに亡くなっているので映画監督になりたいとは伝えられなかった。母親に捧げるよ
うなつもりで作りました。「生きた証を見つけなあかん」というようなセリフが出てきますが、それは、母親から言われてずっと残っ
ていたことなのでテーマにさせてもらっています。

『旅立ちの島唄～十五の春～』という映画は、高校がない沖縄の南大東島を舞台に、15の春に島を旅立ち、離れ離れ
になる家族の姿を描いています。島の家族たちは、産んだ時から、この子と15歳でお別れだな、ということを意識しながら子
育てをされていて、15歳までに全部伝えたいと。僕は7歳の娘がいて15歳で送り出す父親のことがだんだん気になってきて、
そこにも何か自分の感情のようなこと、このように送り出したいなという思いでシナリオを書いたりしました。通過儀礼のように
最後に島唄を親への感謝の気持ちを込めて歌うのですが、泣いて歌ってはいけないというルールがあります。親に不安を残 さ
ずに、見事に歌い切って出て行かなければいけない。すごくドラマチックだなと思って映画にした作品です。今の我々の親 子
関係や、都会での家族関係を少し見つめ直すことができるのではないかなという思いで作りました。

2016年公開の『バースデーカード』は亡くなったお母さんから娘に毎年届くバースデーカードを通して、母と娘の関係を描
いています。実際のドキュメントであったことをもとに映画化しているのですが、悲しいお話にしたくなくて、最後の手紙を書くと
いうことは、亡くなってからも子育てをするというか、子どもの成長に何か携わりたいという、親の最後の姿勢だと思うのです。
亡くなってからも、子どもの成長に関わることができる可能性を、こういう手紙というやり方で表現することで、これからそういう
別れを迎える人へ、こういうやり方もあるのではないかということを映画で提示できたらいいなと作りました。泣けるところもあり
ますが、基本的にはエネルギーにあふれた映画になればいいなという思いでやっています。

最新作の『かぞくいろ―RAILWAYS わたしたちの出発―』は、これまで割と家族の映画をやってきて、鉄道を人生にな
ぞらえるとなった時に、駅と駅がつながっている感じや、線路が真っすぐ伸びていく感じを家族という形で表現したいなと思い
ました。大事にしたかったのは、家族の形が多様化してきている点です。現代の家族像とは何だろうと考えた時、日々つら
いニュースもいっぱい聞こえてきますし、実際に血がつながっていても、その中で暴力がふるわれるなど、そういう家族がある中
で、血のつながりだけではない、これからの家族の形ということを何かわれわれ世代として作りたいという思いで、こういうテーマ
を選びました。新しい家族を作るお話ですけれども、そこには血のつながりだけではない絆があるのではないかということをメッ
セージに込めてやっています。」
（講演内容を一部抜粋）
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平成30年度家族の日フォーラム プログラム詳細

瀧教授からは、「私は立場上、医者、それから学者という立場でいろいろなところで講演しますが、どうやったら医者になれ
るのかと、よく聞かれます。でも、医学部に入ることがゴールではない。その先、研究して世の中のたくさんの人を助ける、ある
いは無医村で一生懸命自分が頑張る、あるいは国境なき医師団で世界を回るなど、いろいろなことがあります。先の人生
をいかに自分でたくさん考えて、考えて、考え抜くか。まさに具体化です。
昔は、得意なことと苦手なことでは、苦手なことを一生懸命やりなさいというのが多かったですが、最近は実はあまりそうで
はなくて、得意なことを突き抜けさせる。死ぬほど、とことんやりたいだけやらせると、それが伸びるだけではなくて、汎化（はん
か）といって、苦手なことも伸びてくる。たぶん一つの自信なのです。そういうことが重要ではないかといわれているので、苦手
なものは苦手で仕方ないけれども、一つは得意なものを、もっと突き抜けさせると。これはすごく大事だと思います。
また、私たちは何をやるのも親しみ度というのが大事です。ファミリアリティというのですが、例えば社会が嫌いだったり、何か
嫌いだったりしたら、例えば日本史で出てくるような、いろいろな所に行ってみる。そういう何か少しでも言葉などが入ると、苦
手意識は減ってくるのです。何となく聞いたことがあるものや、何かちょっと分かるものは、親しみを持って、どんどん取り組める
ようになります。」とのメッセージを来場者にお話しいただきました。

吉田監督からは、「瀧教授のお話を妻に聞かせたかったです、帰ったら是非話そうと思います。すぐに実践したいことだらけ
で、自分も楽しむことが大事ということは、すごくなるほどな、と思いました。親の楽しむ姿を見せるということが、すごく参考に
なりました。」とコメントがありました。お二人の話に共通することとして、子供たちが夢を叶えるためにも、まず家族や周りの
大人たちが生き生きと毎日を楽しんで生きること、その姿を子供たちに見せることが大切だという点を本日のまとめとして挙
げられ、トークセッションは幕を閉じました。
（講演内容を一部抜粋）

エンディング 15︓55～16︓00

満場の拍手と共に閉会し、最後は会場のみなさんとヒムカイザーの撮影会で終了しました。
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クロストークセッション
「夢を叶えるために～子どもたちに伝えたいこと～」 吉田 康弘氏×瀧 靖之氏 15︓30～15︓55

プログラムの最後には、「夢を叶えるために～子どもたちに伝えたいこと～」と題し、クロストークセッションを実施。
吉田監督、瀧教授、それぞれがお互いの講演を聞いて感じたことや、最後に伝えたいことなどをお話しいただきました。



掲出物平成30年度家族の日フォーラム

「家族の日 家族の週間」啓発ポスター 「家族の日フォーラム」ポスター

「家族の日フォーラム」チラシ
【表面】 【裏面】
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平成30年度家族の日フォーラム 配布物

「家族の日フォーラム」アンケート 「家族の日フォーラム」封筒

「家族の日フォーラム」プログラム

【表面】 【中面】
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平成30年度家族の日フォーラム 配布物

さんきゅうパパ準備BOOK 全国共通展開自治体パスポート一覧

宮崎県 子育て応援デジタルカード チラシ 映画かぞくいろ チラシ
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【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30年度家族の日フォーラム

「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30年12月20日（木）15:00～16:00

「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(木）内閣府にて行いました。
表彰式では、最優秀賞受賞者に宮腰光寛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。

■受賞者（同行者）と宮腰光寛内閣府特命担当大臣（少子化対策担当）、審査委員
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手紙・メール部門

小学生の部
「たのもしい妹」
青崎 澪さん（広島県）

中学生・高校生の部
「赤いスプーン」
池田 京香さん（北海道）

一般の部
七夕のお願い
山本 結子さん（奈良県）

写真部門
テーマ①「子育て家族の力」
「6歳の誕生日おめでとう︕」
木村貴光さん（東京都）

テーマ②「子育てを応援する地域の力」
「いつもありがとう」
那須 真季さん（愛知県）



平成30年度家族の日フォーラム

手紙・メール部門

小学生の部
「たのもしい妹」
青崎 澪さん（広島県）

写真部門
テーマ①「子育て家族の力」
「6歳の誕生日おめでとう︕」
木村貴光さん（東京都）

写真部門
テーマ②「子育てを応援する地域の力」
「いつもありがとう」
那須 真季さん（愛知県）

手紙・メール部門

中学生・高校生の部
「赤いスプーン」
池田 京香さん（北海道）

手紙・メール部門

一般の部
「七夕のお願い」
山本 結子さん（奈良県）
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平成30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
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html


