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北海道子ども学会

第11回研究大会要項

研究大会テーマ

子どもと地域Part1～子どもを中心につながり合う地域活動～

日時 2006年８月26日（土）～27日（日）

大会会場 旭川市永山住民センター（旭川市永山７条４丁目）

（共催） 北海道特別支援教育学会道北支部・北海道子どもの虐待防止協会道北支部

北海道福祉関係議員等連絡会議・旭川そよ風ネットワーク

治療者と高校教員による教育事例検討会・その他関係団体へ要請予定

（後援） 旭川市・旭川市教育委員会・上川教育局（申請中）

北海道子ども学会ホームページ http://homepage2.nifty.com/kodomo-gakkai/

旭川大会事務局 野崎哲也 （旭川福祉専門学校）

071－1496 上川郡東川町進化台 0166－82－3566 nozy@par.odn.ne.jp
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第11回研究大会 日程
８月26日（土）１日目

9：30 11：30 13：00 15：00 15：15 17：15 18：00

受

付

シンポジウム

「もう一度、不

登校を考える」

昼食休憩

理事会

シンポジウム

「発達障がい児

と地域」

一般演題 移動 懇親会

特別支援教

育学会総会

受け付け：9：00 開始

開会式（9：25～9：30）１F 体育館・・・石川丹会長

シンポジウム「もう一度、不登校を考える」（9：30～11：30） １F体育館

旭川で不登校問題に長年かかわっている人達に、それぞれの活動内容を報告していただくとともに、最近

の問題点、今後の課題などを論じてもらいます。なお、話の内容は必ずしも不登校問題に限る必要はなく、

「子どもの成長を支援する」というスタンスから広く論じていただく予定です。

理事会：（11：30～13：00）＊役員、理事、事務局員のみ参加 ２F 大研修室

シンポジウム「発達障がい児と地域」（13：00～15：00） １F体育館

「旭川周辺で実践されている機関や団体からの発表を予定。先生方の課題、保護者の願い、地域や諸機関と

のつながりなどを提言していただく予定。発達障がいの子どもに対して、また、一般の子どもに対して、地

域で何ができて、今後何をしなければならばいのかを考えていきたい。」

一般演題（15：15～17：15） １F体育館

会員の実践・研究を発表します。

北海道特別支援教育学会道北支部総会（15：15～17：15）北海道特別支援教育学会員の方のみ参加です。

懇親会についてのご案内（18：00～20：00）

旭川パークホテル（大会会場からと懇親会後の送迎つき）

８月27日（日）２日目

9：00 10：30 10：45 12：45 13：00 13：45 14：00 16：00

地域子育ち

報告

基調講演

逢坂誠二氏

ランチ総会

昼食休憩

特別講演

アン・マーリット・セーボネス氏

地域子育ち報告（9：00～10：30）１F体育館

「旭川周辺の施設、団体など、子どもへの多様なアプローチを提供していただきます。地域住民への情報提

供とともに、そこで行われている実践をもとに地域での子育ちとその課題などについて考えていきます。」

基調講演 逢坂誠二氏（衆議院議員）（10：45～12：45）１F体育館

タイトル（仮）「子どもと地域～ニセコ町で取り組んだ子ども支援と地域つくり～」

ランチ総会（13：00～13：45） １F体育館

会員の皆様は、昼食時間を利用して「ランチ総会」に参加していただくことになります。各自で昼食を用意

していただくか、前日に昼食を注文していただくかして、昼食持参で総会にご参加ください。

特別講演 アン・マーリット・セーボネス氏（14：00～16：00）

（ノルウェー児童家庭省高官・元オスロ市長・元DPIヨーロッパ会議議長）

タイトル「未来を見つめる子どもたち・・・平和な世界・社会をつくるために」
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大会会場（旭川市永山住民センター）の地図と交通機関の案内

（旭川市永山７条４丁目） ℡ 0166-47-5824

＊ 駐車場があります。自家用車での参加は可能です。ただし駐車場のスペースが限られておりますので、

できるだけ公共の交通機関をご利用下さい。

＊ 道北バス 永山1番線（64番・664番）・秋月循環線（72番・73番）・忠和永山６条線（62番）で「永山

6条４丁目下車」徒歩1分

旭川駅から大会会場までの略地図 大会会場周辺略地図

道北バス [73] 秋月橋循環線（末広経由）6番乗り場

旭川駅前 8:35 9:35 10:35 11:37

↓ ↓ ↓ ↓

永山６条４丁目 9:02 10:02 11:02 12:04

道北バス [72] 秋月橋循環線（新星町経由）

18番乗り場

１条８丁目 8:50 9:50 10:50 11:50

↓ ↓ ↓ ↓

永山６条４丁目 9:08 10:08 11:08 12:08

道北バス[62] 忠和永山６条線

(永山14丁目行き）11番乗り場

1条7丁目 永山６条４丁目

７：09→ ７：27

７：44→ ８：02

８：04→ ８：22

８：24→ ８：42

８：44→ ９：02

９：24→ ９：42

10：04→ 10：22
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ご案内
１．受け付け及び大会参加費

※１日目は9：00から、２日目は8：30から受け付けております。

＜会員＞1000円（学生500円）

＜当日入会可能＞＊年会費5000円（学生2500円）＋会員の大会参加費1000円（学生500円）

＜非会員の大会当日参加者＞ 一般2000円 学生1000円（２日間で）

＜非会員の１日のみ参加＞1000円（学生500円）

＜共催団体会員の大会参加費＞ 1000円（２日間で）

＜団体会員＞大会参加費１人 1,000円・・・団体会員としての登録が必要です。１団体10,000円

＜名札＞＊受け付けで配布いたします。大会参加中は着用して下さい。

＊ 大会終了後は受け付けにお戻し下さい。

２．プライバシーについて

１）学会での発表・報告においては、個人のプライバシーが十分に保護されるように配慮をお願いします。

なお、事例等の研究発表の際には内容にかかわる方（従来は「研究対象者」としていた方）の同意を得て下

さい。

２）大会参加の皆様も、発言や大会配布資料の扱いなど、プライバシーの保護に配慮して下さい。

３．昼食の販売について（お弁当代は600円です）

＊近隣には、コンビ二、スーパー、カレー屋、回転寿司などの飲食店がありますが、数は限られております。

大会会場の住民センター内での飲食は可能ですので、持参していただくか、弁当の注文をしていただくのが

確実だと思います。

＊26日（土曜日）と27日（日曜日）の弁当の準備ができます。希望者は下記までご連絡ください。

＊27日（日曜日）の昼食は、26日（土曜日）大会受け付けにおいて弁当の注文を受け付けます。

４．託児のご案内

＊ 事前に申し込みいただけると、人数確認が出来、助かります。希望者は予めご予約をお願いします。

＊ 大会当日でも託児の申し込みはできます。

５．懇親会のご案内

・日時 ８月26日（土）大会１日目 18：00～20：00

・場所 旭川パークホテル 「焼肉じゅーじゅー」（旭川市高砂台３丁目 ０１６６－６１－４４５５）

会費 ３、２００円

＊ 事前に申し込みいただけると、人数確認が出来、助かります。希望者は予めご予約をお願いします。

＊ 当日受け付けにて申し込みも可能です。

＊ 例年多くの皆様に参加していただいております。和やかな雰囲気で会員同士の交流を深めていきたいと

思います。是非ご参加ください。

＜バスでの送迎があります。＞ 行き：永山住民センター（17：30出発）→旭川パークホテル

帰り：旭川パークホテル（20：15出発）→市内中心部４条６丁目

弁当、託児、懇親会のご予約はこちらまでお願いします。

旭川大会事務局 坪井龍彦（旭川教育大学附属幼稚園）

FAX 0166-53-4010 Ｅ-Mail: tsuboi@asa.hokkyodai.ac.jp



5

８月26日（土）１日目

開会式（9：25～9：30）１F 体育館・・・石川丹会長

シンポジウム「もう一度、不登校を考える」（9：30～11：30） １F体育館

旭川で不登校問題に長年かかわっている方々に、それぞれの活動内容を報告していただくとともに、最近

の問題点、今後の課題などを論じてもらいます。なお、話の内容は必ずしも不登校問題に限る必要はなく、

「子どもの成長を支援する」というスタンスから広く論じていただく予定です。

シンポジストにお願いする提案事項は、不登校問題とどのように取り組んできたか、その活動内容を紹介

していただきます。またその経験から、「不登校問題とかかわるにはどのような考え方や姿勢が大切か、ど

んな支援が有効か」、「子どもや家族が望んでいることはどんなことと感じているか」などの意見を述べて

もらいます。

◆シンポジスト

武井明氏（市立旭川病院精神科）

内島貞雄（北海道教育大学旭川校・そよ風ネットワーク代表）

岸美千代氏（治療者と高校教員による教育事例検討会：旭川商業高等学校定時制)

◆司会 小西貴幸（市立旭川病院小児科）

シンポジウム「発達障がい児と地域」 （13：00～15：00） １F体育館

「旭川周辺で発達障がい児やその親を支援している機関や団体からその実践を発表していただきます。乳幼

児から青年期まで、それぞれの現場での先生方の願いや課題、保護者の願い、地域や諸機関とのつながりな

どを提言していただきます。発達障がいの子どもに対して、また、一般の子どもに対して、地域で何ができ

て、今後何をしなければならばいのか、皆様と一緒に考えていきたいと思います。」

◆シンポジスト

村田昌俊氏（北海道高機能広汎性発達障害児者親の会“ドンマイの会”会長）

瀬川真砂子氏（前旭川市通園センター所長）

柴野武志氏（北海道立美深高等養護学校）

◆座長 安達潤（北海道教育大学旭川校助教授）
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一般演題 （15：15～17：15）１F体育館

会員の実践・研究を発表します。

１ 野村俊幸（後志保健福祉事務所保健福祉部）「わが子が不登校で教えてくれたこと～ケースワーク論を

手がかりに～」

２ 山本満（北海道立中央乳児院）「社会的養護を必要とする子どもたちと今後の乳児院のあり方につい

て」

３ 今野美紀（札幌医科大学保健医療学部看護学科）「子育て期の夫婦の喫煙状況と関連要因～育児ストレ

ス、夫婦の関係姓、精神健康状態に焦点をあてて～」

４ 鳥山まどか（北海道大学大学院教育学研究科 博士後期課程）「子どもの教育費貸付とソーシャルワー

ク―母子寡婦福祉資金を例に」

５ 塚本久仁佳（ 釧路短期大学 幼児教育学科）「不登校対象キャンプにおける保護者との関わり」

＊あと1本一般演題を受付ております。連絡は事務局長中村までお願いします。

◆座長 田中恵美子（道立旭川高等看護学院）

北海道特別支援教育学会道北支部総会（15：15～17：15）２F大研修室

北海道特別支援教育学会会員の方のみ参加です。

懇親会（18：00～20：00）場所 旭川パークホテル

・場所 旭川パークホテル 「焼肉じゅーじゅー」（旭川市高砂台３丁目 ０１６６－６１－４４５５）

会費 ３、２００円

＊当日受け付けにて申し込み下さい。例年多くの皆様に参加していただいております。和やかな雰囲気で会

員同士の交流を深めていきたいと思います。是非ご参加ください。

バスでの送迎があります。 行き：永山住民センター（17：30出発）→旭川パークホテル

帰り：旭川パークホテル（20：15出発）→市内中心部４条６丁目
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８月27日（日）２日目

地域子育ち報告（9：00～10：30）１F体育館

「旭川周辺の施設、団体など、子どもへの多様なアプローチを提供していただきます。地域住民への情報提

供とともに、そこで行われている実践をもとに地域での子育ちとその課題などについて考えていきます。ま

た、それぞれの立場から最近の子どもの特徴や今後の地域の子育ての展望について発表してもらいます。」

◆報告者

旭川市科学館職員

ファミリーサポートセンター

学童クラブ「ホロホロ」谷地元 雄一氏

◆司会 山田克己（拓殖短期大学）

基調講演 逢坂誠二氏（衆議院議員）（10：45～12：45）

タイトル（仮）「子どもと地域～ニセコ町で取り組んだ子ども支援と地域つくり～」

略歴 北海道ニセコ町に生まれる。北海道倶知安高等学校、北海道大学薬学部を卒

業。1983 年地元のニセコ町に入庁し、企画広報係長、財政係長などを歴任した後、

1994 年にニセコ町長選に出馬し、現職の町長を破り当選する。なお、当時 35 歳で

国内最年少の首長であった。町長在職中は情報共有に力をいれ、一般的な行政主体

では公開しなかった情報を請求者に公開したり、町長が自ら集会所等に出向き、住

民との対話を図るタウンミーティングの先駆けとなる行動を行ったことで知られる。

加えて、2001 年には全国初の「まちづくり基本条例」を制定し、地方自治の先駆

者として多方面から注目された。

町長として 3 期目を迎えていた2005 年9月には、町長を辞職の上 第 44 回衆議院議

員総選挙に比例北海道ブロックから立候補し、当選を果たし、現在に至っている。

著書『自治体再生へ舵をとれ』(共著) 学陽書房 2002 年/『わたしたちのまちの憲法―ニセコ町の挑戦』(木

佐茂男と共編著) 日本経済評論社 2003 年/『町長室日記―逢坂誠二の眼』 柏艪舎 2004 年

◆司会 石川丹（楡の会・北海道子ども学会会長）
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ランチ総会（13：00～13：45） １F体育館

会員の皆様は、昼食時間を利用して「ランチ総会」に参加していただくことになります。各自で昼食を用意

していただくか、事前あるいは前日に昼食を注文していただくかして、昼食持参で総会にご参加ください。

特別講演 （14：00～16：00）

アン・マーリット・セーボネス氏

（ノルウェー児童家庭省高官・元オスロ市長・元DPIヨーロッパ会議議長）

タイトル「未来を見つめる子どもたち・・・

平和な世界・社会をつくるために」

◆司会 藤岡登（恵庭市議会議員・北海道福祉関係議員等連絡会議）

2004-現在まで ノルウェー児童家庭省子ども長官

1992-95, オスロ市長

1987-91, オスロ市保健社会保障受給オンブズマン

1982-87, ノルウェー障がい者連盟事務局長

1979 – 82, ノルウェー障害者連盟顧問

政治、権利機関及び国家機関での役職

1991- 99, ノルウェー障がい者審議会議長

1987-91, ノルウェー障がい者審議会委員

ノルウェー公式委任

2001, 障がい者の平等と権利公式委員会委員

1993, 「Pseudonym健康登録と個人情報保護に関する公式委員会」委員

国際機関での役職

1981-90, ＤＰＩ世界会議委員

1986-90, ＤＰＩヨーロッパ会議議長

北海道子ども学会 事務局長 中村孝博

札幌市立らいらっく幼稚園

004-0041札幌市厚別区大谷地東５丁目8～2

FAX 011-892-8597

自宅FAX 011-884-7686

E-mail:tnhokkai@ya2.so-net.ne.jp

第11回研究大会日程及び会場のご案内

2006（平成18年）年８月26日（土）～27日（日）開催

予定

会場は未定。

テーマは「子どもと地域Part2」を予定しております。


