
第４回 日本女性会議２０１７とまこまい実行委員会報告 

《総務部会》開催回数 ３回 

（第３回総務部会内容・・７月 26日開催）
○主に、第３回運営委員会に付議する事項を協議した。

１ 報告事項

（１）大会 PRについて
２ 協議事項（運営委員会審議事項）

（１）大会日程案について

（２）予算フレーム案について

（３）協賛・寄附について

（４）秋田大会参加案について（視察者、PR方法、ユニフォーム等）

《ウエルカム部会》開催回数 代表者会議２回、部会２回 

○これまで、数回にわたる正副部会長会議、代表者会議、７月 29日に全員での
ウエルカム部会を開催した。

（第２回ウエルカム部会内容・・７月 29日開催）
 １ 今後の進め方について

   ・４グループに分けて協議をしていく。  別紙

・担当を細分化して、当日の運営まで関わる。

・エージェントからの提案を受けてのグループ協議

《企画部会》 

○これまで、月２回から３回にわたる正副部会長会議、12 のグループに分かれ
ての協議（１グループ３回から５回開催）、リーダー会議２回を開催した、

１ 全体会及び分科会企画グループ  別紙



総務部会資料

※秋田大会用ユニフォーム
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日本女性会議2017とまこまい　ウエルカム部会　グループ担当者一覧 H28.7.28現在 ウエルカム部会資料

ウエルカム部会
役　　職 氏　　名 所属団体又は企業名 事　務　局

部会長 成田　富貴子 苫小牧商工会議所女性会

井川　慶子 NPO法人チャイルドサポートこあら

加藤　ひで子 NPO法人チャイルドサポートこあら

多田　陽子 NPO法人チャイルドサポートこあら

宮川　美代子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

尻江　泰子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

浅田　弘子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

中小田　鈴子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

矢嶋　和 苫小牧市婦人団体連絡協議会

山川　静子 苫小牧市老人クラブ連合会

桜井　信子 苫小牧男女平等参画推進協議会

清水　清美 苫小牧男女平等参画推進協議会

川合　慶子 公募

竹村　無津子 公募

副部会長 佐藤　美枝子 苫小牧商工会議所女性会

リーダー 小野　啓子 苫小牧市女性センターサークル協議会

加藤　喜代子 苫小牧市女性センターサークル協議会

橘　春美 苫小牧市女性センターサークル協議会

阿波　眞理子 苫小牧市女性センターサークル協議会

宇美　典子 NPO法人チャイルドサポートこあら

越谷　道子 NPO法人チャイルドサポートこあら

菅原　保子 NPO法人チャイルドサポートこあら

三上　幸江 NPO法人チャイルドサポートこあら

白谷　薫 北海道看護協会　苫小牧支部

星野　裕子 公募

（11人） 鍛冶　貴宏 苫小牧市教育部生涯学習課

リーダー 福森　久雄 苫小牧市商店街振興組合連合会

野口　隆 生命保険協会　苫小牧協会

工藤　幾子 苫小牧市町内会連合会婦人部会

八島　恵利子 苫小牧市町内会連合会婦人部会

石田　良子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

日高　ミツエ 苫小牧市婦人団体連絡協議会

水口　哲二 苫小牧市ボランティア連絡協議会

斉藤　レイ子 苫小牧男女平等参画推進協議会

藤田　初美 苫小牧男女平等参画推進協議会

石塚　茂子 公募

河本　充教 苫小牧市産業経済部商業振興課

（24人） （12人） 武田　涼一 苫小牧市総合政策部まちづくり推進課

副部会長 山岸　裕治 一般社団法人　苫小牧観光協会

岩田　洋子 NPO法人チャイルドサポートこあら

小倉　千鶴 NPO法人チャイルドサポートこあら

北村　真裕美 NPO法人チャイルドサポートこあら

篠田　利恵 NPO法人チャイルドサポートこあら

赤澤　一貴 苫小牧漁業協同組合

上田　周志 とまこまい広域農業協同組合

緒方　俊子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

須藤　文子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

藤原　由美子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

牧野　文子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

坂井　真弓 苫小牧男女平等参画推進協議会

吉村　誠 苫小牧男女平等参画推進協議会

丸茂　均 苫小牧市産業経済部観光振興課

※　宿泊は、エージェント対応となります。

グループ名

苫小牧市女性センター
小野　千恵子

市民生活部男女平等参画課
武曽　真弓

市民生活部男女平等参画課
林　巧

苫小牧市女性センター
荒井　智子

交
流
会

（14人）

案
内

エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン

物
販

（14人）

会
場
内

会
場
外

市民生活部男女平等参画課
蔵重　雄人

苫小牧市女性センター
荒井　智子

市民生活部男女平等参画課
宮嶋　紀子

苫小牧市女性センター
小野　千恵子
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日本女性会議２０１７とまこまい　企画部会　テーマ担当者一覧 企画部会資料

テーマNO テーマ リーダー 氏名 所属団体又は企業名 事務局

部会長 星　道博 苫小牧法人保育園協議会

副部会長 甲谷　由美子 苫小牧男女平等参画推進協議会

副部会長 大谷　和広 苫小牧人権擁護委員協議会　

○ 鈴木　弥生 NPO法人ウィメンズ結

吉本　登志枝 NPO法人ウィメンズ結

佐藤　雅恵 苫小牧市クローバーの会

重本　清 苫小牧市クローバーの会

大森　美智子 苫小牧人権擁護委員協議会　

中村　春美 NPO法人ウィメンズネット・マサカーネ

堀松　三紀 NPO法人ウィメンズ結

矢浪　果奈 公募

長谷川　文作 苫小牧市健康こども部こども支援課

○ 對馬　留理子 女性消防団

橋本　智子 苫小牧消費者協会　

竹田　美由紀 札幌弁護士会　苫小牧支部　

坂東　伸子 苫小牧男女平等参画推進協議会

斉藤　千枝子 苫小牧男女平等参画推進協議会

久保　美智子 苫小牧男女平等参画推進協議会

前田　正志 苫小牧市市民生活部危機管理室

○ 藤本　紀子 NPO法人ウィメンズ結

高橋　裕美 苫小牧人権擁護委員協議会　

伊藤　優子 苫小牧市男女平等参画審議会

塚原　光博 苫小牧人権擁護委員協議会　

名越　由記子 苫小牧人権擁護委員協議会　

西村　真理子 NPO法人ウィメンズ結

力山　義雄 苫小牧市福祉部総合福祉課

○ 高橋　徹 公募

鏡　吉伸 苫小牧青年会議所

公地　弘一 連合北海道苫小牧地区連合　

佐々木　修司 連合北海道苫小牧地区連合　

山田　新一 北光印刷㈱

諸角　妙子 苫小牧市女性センター運営委員会

小澤　絢 北海道中小企業家同友会

齊藤　雪江 苫小牧市ボランティア連絡協議会

遠藤　厚子 トヨタ自動車北海道㈱

武藤　大介 苫小牧市総務部行政監理室

大橋　透 苫小牧市産業経済部企業立地課

加賀谷　隆 苫小牧市産業経済部工業労政課

○ 岡　聖子 札幌弁護士会　苫小牧支部　

宇多　春美 国際ソロプチミスト苫小牧　はまなす

小林　充 苫小牧男女平等参画推進協議会

八巻　君江 国際ソロプチミスト苫小牧　はまなす

友廣　久之 苫小牧北ロータリークラブ

神　裕子 （社）室蘭言泉学園　児童養護施設わかすぎ学園

山﨑　肇 苫小牧北ロータリークラブ　　

千葉　理恵 苫小牧市福祉部総合福祉課

5 貧困
市民生活部　国保課
舩本  昭広

3 差別（人権）
市民生活部　住民課
齋藤  俊雄

4 ワークライフバランス
市民生活部　国保課
吉田  陽輔

1 DV
市民生活部　国保課
長崎  佳治

2 災害
市民生活部　安全安心生活課
野水　充
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日本女性会議２０１７とまこまい　企画部会　テーマ担当者一覧 企画部会資料

テーマNO テーマ リーダー 氏名 所属団体又は企業名 事務局

○ 小倉　正哉 苫小牧市社会福祉協議会

磯井　智恵子 NPO法人ウィメンズ結

加藤　克悦 公募

山内　幸子 苫小牧消費者協会　

出村　敏男 苫小牧市民生委員児童委員協議会

髙橋　惠子 BPW苫小牧アソシエーツ　

沖田　美香 公募

小泉　伸明 苫小牧市福祉部介護福祉課

○ 室田　澄子 苫小牧男女平等参画推進協議会

横山　傑 苫小牧地区労働組合総連合

小倉　弘子 公募

小嶋　洋子 苫小牧男女平等参画推進協議会

煤谷　伊津子 苫小牧男女平等参画推進協議会

佐藤　昭子 苫小牧男女平等参画推進協議会

竹谷　洋二 公募

小名　智明 苫小牧市総合政策部政策推進課

○ 福原　裕 公募

寺師　友美 北海道私立幼稚園協会苫小牧部会

守山　聖子 NPO法人ワーカーズコープ　

新木　絵美 苫小牧市女性センター運営委員会

渡部　勲 苫小牧建設協会

斉藤　秀夫 苫小牧地区労働組合総連合

山田　隆子 苫小牧市福祉部障がい福祉課

○ 寺田　洋子 公募

荒木　玲子 公募

齊藤　裕子 公募

保木　千寿子 苫小牧市小学校長会

桑田　光幸 苫小牧市クローバーの会

松崎　愛 NPO法人ワーカーズコープ　

池永　良恵 公募

林　廣志 苫小牧市文化団体協議会

○ 平山　あつ子 苫小牧市女性センター運営委員会

阿部　富美子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

榎本　郁子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

加藤　純子 苫小牧市男女平等参画審議会

山谷　就一　　 苫小牧市ボランティア連絡協議会

松岡　千鶴 苫小牧市婦人団体連絡協議会

成田　由加利 苫小牧市婦人団体連絡協議会

中野　祥江 苫小牧市婦人団体連絡協議会

白戸　悦子 苫小牧市婦人団体連絡協議会

白川　幸子 苫小牧市健康こども部健康支援課

○ 大石　和美 苫小牧市女性センター運営委員会

三原　徳子 苫小牧男女平等参画推進協議会

小笠原　弘 苫小牧男女平等参画推進協議会

佐藤　理香 ハッピースマイルプロジェクト

小山　恵子 BPW苫小牧アソシエーツ　

○ 柴田　幸子 苫小牧男女平等参画推進協議会

宮本　安子 苫小牧男女平等参画推進協議会

荒川　玲子 苫小牧男女平等参画推進協議会

浅倉　寿子 苫小牧男女平等参画推進協議会

伴辺　久子 苫小牧男女平等参画推進協議会

酒井　久美子 苫小牧男女平等参画推進協議会

11 男女平等参画
市民生活部　男女平等参画課
林　巧

12
13

つながろう
夢は必ずかなう

市民生活部　男女平等参画課
萩原　ゆかり
鈴木　和子

9 教育
市民生活部　男女平等参画課
武曽　真弓

10 健康
市民生活部　男女平等参画課
蔵重　雄人

7 平和
市民生活部　住民課
寺西　建太郎

8 労働（ダイバーシティ）
市民生活部　安全安心生活課
徳永　豊

6 介護
市民生活部　高齢者医療課
久保  千鶴
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企画部会資料

日本女性会議２０１７とまこまい大会会場一覧（案） 

全体会 

市民会館大ホール           （定員：1,600 人） 

分科会（定員は学校形式の場合の目安） 

① 市民会館大ホール         （定員：1,600 人） 

② 市民会館小ホール         （定員：200 人） 

③ 市民会館会議室          （定員：90 人） 

④ 文化会館大ホール         （定員：500 人） 

⑤ 文化会館会議室          （定員：80 人） 

⑥ 市民活動センター多目的ホール   （定員：130 人） 

⑦ 文化交流センター多目的ホール   （定員：360 人） 

⑧ 文化交流センター講習室      （定員：110 人） 

⑨ 市役所本庁舎（会議室等） 

⑩ 美術博物館
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