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令和元年度北海道男女平等参画チャレンジ賞を受賞されたお二方、誠に
おめでとうございます。
この賞は、それぞれの個性と能力を活かして活躍されている方々の活動
をたたえるとともに、その活動を身近なモデルとして広く紹介することで、
北海道における男女平等参画社会の実現への気運を高めることを目指し創
設したものです。
今年度は、
「明るく・元気に・おもしろく」介護のイメージアップのため
に日々奮闘されている方、北海道の営業女子のためのコミュニティの場を
設け、営業職の楽しさ・大切さを広める活動をされている方に、この賞をお
贈りします。

北海道知事

鈴木 直道

今後も、こうした取組が道内各地で生まれ、誰もが活躍できる社会の実現
につながっていくことを期待しています。
受賞されたお二方におかれましては、今後もご活躍され、その輝きが一層
増しますことを、心からご期待申し上げます。

審査講評

北海道男女平等参画審議会専門部会長
北海道経済連合会 労働政策局長

桑原

崇

令和元年度北海道男女平等参画チャレンジ賞を受賞されたお二方に、心からお祝い申し上げます。
今年度は、福祉分野の普及活動をしている方や、働く女性の両立支援に取り組んでいる方等から応募をいただき
ました。それぞれの個性やスキルを活かした魅力的な活動ばかりでしたが、その中から、地域に根ざした活動の場
を広げている方や、多くの賛同者を得て、コミュニケーションの場を作る活動をされている方を選考させていただ
きました。
沼口奈美子さん（帯広市／社会福祉法人ふるさと介護員養成研修センター管理者）は、持ち前の明るさで介護現
場のイメージアップのため日々活動をされています。介護講師の傍ら、ボディキネシス（機能改善体操）インスト
ラクターや笑いヨガ等の資格を生かし、帯広市の一般介護予防事業にも取り組まれています。
大友彩加さん（旭川市／一般社団法人営業部女子課の会北海道支局花咲か特派員）は、北海道の女性営業職が活
躍出来るフィールドづくりのため、「従来の固定観念にとらわれない営業女子のロールモデル」として、コミュニ
ケーションの場を設け、スキル開発・キャリア開発を目的とした勉強会やイベントを開催しています。
今回、受賞されたお二方の取組は、まだまだご活躍の場を大きく広げていけるような可能性を感じました。これ
からも、皆様がますますご活躍され、何かにチャレンジしたいと考えている方々のロールモデルとなることを期待
しています。

北海道男女平等参画チャレンジ賞
職場、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野で、それぞれの個性と能力を生かしてチャレンジし、活躍し
ている男性や女性、団体・グループ及びそのようなチャレンジを支援している団体・グループを顕彰し、チャ
レンジの身近なモデルを示すことによって、
男女平等参画社会実現への気運を高めることを目的としています。
自薦・他薦を問わず候補者を募集しています。
賞の種類は次のとおりです。
・ 輝 く 女 性 の チ ャ レ ン ジ 賞（受賞者が女性個人の場合）
・ 輝 く 男 性 の チ ャ レ ン ジ 賞（受賞者が男性個人の場合）
・ 輝 く 北 の チ ャ レ ン ジ 賞（受賞者が団体・グループの場合）
・ 輝 く 北 の チ ャ レ ン ジ 支 援 賞（チャレンジを支援している団体・グループの場合）

受賞者紹介
輝く女性のチャレンジ賞
ぬまぐち

な
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沼口 奈美子 氏（帯広市）
社会福祉法人ふるさと
介護員養成研修センター管理者

祖母がグループホームに入居し、そこで笑顔の素敵な介護士さんと出会ったのが
きっかけとなり、１０年前に介護の世界に入りました。介護現場で働きながら介護
福祉士、ケアマネジャーの資格を取得。現在は、介護現場での自分自身の経験や仕
事のやりがい、楽しさを伝えるため、介護員養成研修センターで管理者として、受
講生募集のための営業活動や研修のカリキュラムの組み立て、講師として６科目を
担当しています。
「介護の仕事は大変」というマイナスイメージを少しでも明るくす
るために、日々活動しています。
また、帯広市の委託事業として一般介護予防事業「げんき活動コース」も担当し
ています。カラダとココロ両面からのアプローチを取り入れるため「機能改善体操
ボディキネシス®」「脳活性化メソッドシナプソロジー®」「笑いヨガ」の資格を生
かし、誰もが楽しめるような各種事業や講座、講演を実施しています。
そのほか、帯広市第２層生活支援コーディネーター、専門学校非常勤講師やＦＭ
ラジオ市民パーソナリティ、イベントの司会、講演会の前座などを行っており、関
わる人すべてが笑顔になれるように自分に何が出来るか、常に考えながら行動して
います。

輝く女性のチャレンジ賞
おおとも

あや か

大友 彩加 氏（旭川市）
一般社団法人営業部女子課の会
北海道花咲か特派員

女性営業職の活躍を応援するコミュニティである全国組織、「一般社団法人 営業
部女子課の会」に憧れ、
「北海道でも開催したい」と思い、企画・運営をし、平成２
９年度（２０１７年度）より北海道支局の２代目リーダーを務めています。
鉄鋼業界の営業職として働いていますが、この業界は男性が９割以上の男社会で、
働き始めた当初は仕事の仕方に色々と悩みました。そのような中、出会ったのが「営
業部女子課」です。
北海道の女性営業職が抱える「育児と営業の両立」などの様々な問題を解決する
ため、会社を超えて繋がることの出来る場を設けることによって、その活躍を通じ
て個の幸せ、企業貢献、地域経済の活性化に繋がるような活動を主催しています。
現在は、定期的な勉強会のほか、札幌市とトークセッションイベントの共同開催
や、キャリア座談会など、様々な活動を行っています。
北海道は、土地の広さ同様、営業女性、営業に興味がある女性の活躍の可能性は
無限大です。まだまだマイノリティな営業女子として、
「従来の固定観念にとらわれ
ない営業女子のロールモデル」として、営業部女子課の仲間たちとともに、営業職
の楽しさや大切さを広めていく活動を続けていきます。
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平成 22 年度
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平成 17 年度
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大友 彩加氏

（※敬称略順不同）

輝く女性のチャレンジ賞

牧野准子（障がい当事者講師の会すぷりんぐ 代表、ユニバーサルデザイン(有)
環工房 代表取締役 札幌市）

輝く女性のチャレンジ賞

大海恵聖（(株)エムブイピークリエイティブジャパン

輝く女性のチャレンジ賞

辻川恵美（NPO 法人木と風の香り 代表 苫小牧市）

輝く北のチャレンジ賞

津軽海峡マグロ女子会（北海道側とりまとめ 杉本夏子 松前町ほか）

輝く女性のチャレンジ賞

折谷久美子（NPO 法人スプリングボードユニティ 21 代表 函館市）

輝く女性のチャレンジ賞

上野美幸 （株式会社ヨシダホーム 代表取締役社長 音更町）

輝く女性のチャレンジ賞

長岡行子（出張理美容サービス VESS 代表 帯広市）

輝く北のチャレンジ支援賞

釧路公立大学皆月研究室 マタニティ・育児支援アプリ開発
（代表 皆月昭則 釧路市）

輝く北のチャレンジ賞

釧路モカ女性プロジェクト（代表 森崎三記子 釧路市）

輝く北のチャレンジ支援賞

株式会社ダイナックス（代表取締役社長 福村景範 千歳市）

輝く女性のチャレンジ賞

廣瀬久美（株式会社富良野タクシー 介護・福祉ショップ経営 富良野市）

輝く北のチャレンジ支援賞

旭川医科大学 二輪草センター（センター長 山本明美さん 旭川市）

輝く北のチャレンジ賞

ふるさと倶楽部「ガル」
（代表 田中照子 石狩市）

輝く北のチャレンジ賞

高齢者コミュニティビジネス団体 麻の会（代表 赤﨑壽子 白老町）

輝く女性のチャレンジ賞

小梅洋子（かあちゃん食堂「たまりば」経営

輝く北のチャレンジ賞

不登校・登校拒否と向き合う親の会「はるにれの会」
（共同代表 清水マチ子、川尻博恵 帯広市）

輝く女性のチャレンジ賞

惣万栄子（ＮＰＯ法人「利尻ふる里・島づくりセンター」職員 利尻町）

輝く北のチャレンジ賞

東鷹栖食品加工販売協議会（代表 松倉洋子 旭川市）

輝く女性のチャレンジ賞

梅木あゆみ（(有)コテージガーデン代表取締役 月形町）

輝く北のチャレンジ賞

本町かみさん会（会長 村田陽子 石狩市）

輝く男性のチャレンジ賞

坂田秀明（置戸町観光協会事務局長

輝く北のチャレンジ賞

レディース 100 年の森 林業グループ（代表 鷹嘴充子 南富良野町）

輝く北のチャレンジ支援賞

札幌市立藤の沢小学校保護者と教師の会（会長 星卓志 札幌市）

輝く女性のチャレンジ賞

湯浅優子（
「つっちゃんと優子の牧場のへや」経営 新得町）

輝く女性のチャレンジ賞

谷あゆみ（ばんえい競馬調教師、谷厩舎経営 帯広市）

輝く女性のチャレンジ賞

川上博美（(株)コサイン社員 旭川市）

輝く女性のチャレンジ賞

斎藤ちず（ＮＰＯ法人「コンカリーニョ」理事長 札幌市）

輝く女性のチャレンジ賞

岡田ミナ子（(有)トゥリリアム・オカダ・ファーム取締役 遠軽町）

輝く女性のチャレンジ賞

古内一枝（(株)スポーツショップ古内取締役

輝く女性のチャレンジ賞

田澤由利（(株)ワイズスタッフ代表取締役

輝く北のチャレンジ賞

ＮＰＯ法人お助けネット（代表 中谷通恵 白老町）

輝く北のチャレンジ賞

西川マザーウッズ（会長 船越孝子 静内町）

輝く女性のチャレンジ賞

星川光子（ＮＰＯ法人｢いぶりたすけ愛｣理事長 登別市）

輝く男性のチャレンジ賞

馬淵悟（北海道東海大学教授

輝く北のチャレンジ賞

株式会社アイワード（代表取締役 木野口功 札幌市）

代表取締役

札幌市）

江差町）

置戸町）

札幌市）
北見市）

札幌市）

