2016 年 12 月 9 日

第 7 回 男女共同参画・少子化対応の顕彰事業 結果一覧

【選考委員会審議結果一覧】
1. 論文の部
賞
最優秀賞

受賞者
国立社会保障・人口問題研究所 研究員 藤間 公太氏
「施設養護家庭論の検討－児童自立支援施設での質的調査から－」
東京大学大学院 人文社会系研究科 社会文化研究専攻 博士課程 麦山

優秀賞

亮太氏
「結婚は職業キャリアにいかなる影響を与えるのか？－無業・管理職へ
の移動に関する男女比較分析－」

奨励賞

立教大学 コミュニティ福祉学部 助教 坂無 淳氏
「大学教員の研究業績に対する性別の影響」

2. 活動の部
賞

受賞者
特定非営利活動法人 福島就労支援センター 理事長 原 浩平氏
「女性の『働くチカラ』発見セミナー」や「仕事満足度調査」等を通じ
た復興・仮設住宅に住む女性らに対する就職・復職支援活動
ミマモ cafe 代表理事 宮永 泰子氏

活動賞

み（ミ）んなで見守（ミマモ）る子育て広場「ミマモ cafe」を通じたマ
マたちによる子育てや生活に関する講座開催や各種企画活動
ちゃぶ台返し女子アクション 共同発起人 鎌田 華乃子氏
ジェンダー課題の解決のため、すべての女性が自分らしく生きられる社
会を作るための「コミュニティ・オーガナイジング」を取り入れた活動
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過年度結果一覧
（受賞者の所属、役職等は受賞時のものです）
1. 第 1 回 （2010 年）
賞
最優秀賞
優秀賞

受賞者
龍谷大学 講師 渡辺 めぐみ氏
「農業労働とジェンダー生きがいの戦略」他
金沢大学 准教授 杉橋 やよい氏
「男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界」他
東京大学大学院 澁谷 智子氏

奨励賞

「コーダの世界――手話の文化と声の文化」他
慶應グローバル COE 助教 裵 智恵(ﾍﾞｼﾞﾍ)氏
「日本と韓国における男性の育児参加」他

論文/
活動
論文
論文
論文
論文

2. 第 2 回 （2011 年）
賞
最優秀賞

受賞者
お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科研究院研究員 大木 直子氏

活動
論文

「地方議会における女性の政治参加－神奈川県におけるリクルートメント過程を中心に」
川口短期大学 子ども学科 専任講師 井上 清美氏

優秀賞

論文/

論文

「現代日本の母親規範と自己アイデンティティ－ファミリー・サポート事業における相互行為を事例として」
淑徳短期大学 准教授 / 日本プレイセンター協会 代表 佐藤 純子氏

論文

「プレイセンターにおける親の協働保育運営とソーシャルキャピタル形成に関する実証的研究」
明治大学情報コミュニケーション学部特任講師 田中 洋美氏

論文

「働く独身女性のライフコース選択―『普通の逸脱』の日本的文脈」他
NPO 法人 子育てサポーター・チャオ 代表理事 近澤 恵美子氏

活動

「仕事復帰へ向けた企業とのネットワーク事業」、「子育てサロン」の開設等の活動
奨励賞

NPO 法人 女性と仕事研究所 研究員 前田 佐保氏

活動

「中小企業におけるワーク・ライフ・バランス推進事業」等の活動
働くママ支援プロジェクト「キラきゃりママ」 代表 大洲 早生李氏

活動

働く母親のための情報サイト「キラきゃりママ」による情報発信等の活動
アジア女性資料センター・ユースグループ コーディネーター 濱田 すみれ氏
「ジェンダーカフェ」、「女性の人権と社会運動について学ぶセミナー」等の活動
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活動

3. 第 3 回 （2012 年）
賞
最優秀賞
優秀賞

受賞者
国際短期大学 専任講師 寺村 絵里子氏
「女性事務職の賃金と就業行動―男女雇用機会均等法施行後の三時点比較―」他
東京福祉大学短期大学部 こども学科 専任講師 松木 洋人氏
「子育て支援の社会学的インプリケーション」他

論文/
活動
論文
論文

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究科 准教授 相馬 直子氏
英国ブリストル大学社会・政治・国際学研究科講師山下順子氏他との共著

論文

「変化する子どもと高齢者へのケアレジーム：東アジアの経験」他
ピア・スタディング 代表 髙﨑 恵氏
若い世代への男女共同参画に関する広報・啓発の在り方を当事
者の視点で考え、実践を重ねる中でうまれた「つぶやきトーク

活動

サロン」、ワークショップ等の活動
特定非営利活動法人あんふぁんねっと 代表 軽部 妙子氏
「あんふぁんワールド」を通じた子育て支援「ノーバディーズ

活動

パーフェクトプログラム」等の活動
カシュパパ 代表 田所 喬氏
「パパのしゃべり場」等を通じ、パパが育児に積極的にかかわ
奨励賞

れる環境づくりを目指し、同時に、母親の育児負担軽減と自己

活動

実現・社会進出もサポートする活動
特定非営利活動法人シャーロックホームズ 事務局長 東 恵子氏
子育て中のママからママへ送る子育て情報発信「プロジェクト

活動

ベイ★キッズ」等の活動
定非営利活動法人石巻復興支援ネットワークやっぺす石巻 代表理事 兼子 佳恵氏
東日本大震災被災地において「生きがい仕事づくり」
、
「やっぺ
す！人材育成スクール」等を通じて子育て中の母親に就業機会

活動

を提供し、子育て・自立・雇用を応援する活動
東北福祉大学感性デザイン課程 地域貢献プロジェクト
東北福祉大学総合福祉学部 助教 西野 毅史氏
東日本大震災の被災地の放課後児童クラブの児童を対象とし
た「アニメーション・ワークショップ」の実施を通じた子育て
への心理社会的支援、及びその心理的影響の研究活動
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論文兼
活動

4. 第 4 回（2013 年度）
賞
最優秀賞
優秀賞

論文/

受賞者

活動

大阪商業大学 総合経営学部 公共経営学科 助教 佐々木 尚之氏
「JGSS 累積データ 2000-2010 にみる日本人の性別役割分業意識の趨勢―Age –Period-Cohort Analysis の適用―」他
日本大学 文理学部 非常勤講師 工藤 豪氏
「未婚化・晩婚化行為の地域性―東日本地域を中心にして―」
国立社会保障 人口問題研究所 人口構造研究部 研究員 鎌田 健司氏

奨励賞

「保育施設の適正配置に関する研究―新潟県新潟市を例に―」
東京女子大学 研究員 堀 聡子氏
「子育て支援の新展開と家族の境界―『子育てひろば』をめぐる実践に関する社会学的考察―」
子ども夢フォーラム 代表 高木 眞理子氏
「子ども専用電話相談『チャイルドライン・いしかわ』、大人向け電話相談『パパママ・ホッとライン』等の活動」

活動賞

特定非営利活動法人子育てふれあいグループ自然花 理事長 大脇 治樹氏
「地域資源を活かした親子ふれあい体験事業、保育所サービスを受けられない家庭に対しての一時預かり等の活動」
手づくりクッキーおからや

施設長 大森 和子氏

「障がい者や社会的更生が必要な青少年への自立支援等の活動」

論文
論文
論文
論文
活動
活動
活動

5. 第 5 回（2014 年度）
賞
優秀賞

活動

一橋大学大学院 社会学研究科 博士課程 牧 陽子氏
「1970 年代フランス福祉国家と家族モデルの変容過程 ― 議会の文書・言説分析から」
特定非営利活動法人インクルいわて 理事長 山屋

優秀活動賞

論文/

受賞者

論文

理恵氏

「東日本大震災により影響を受けたひとり親家族の生活再建と持

活動

続的な生活基盤づくりを目的とした『包括的就業支援』活動」

奨励賞

城西国際大学大学院 人文科学研究科比較文化専攻 博士課程 木藤 まどか氏
「『できちゃった婚』をめぐる生活ストラテジー ― 当事者女性の事例研究から」
ひとのま 代表 宮田 隼氏
「一軒家を開放した孤立を抱える人たちへの居場所の提供と支援活動」
特定非営利活動法人こども広場あそべこどもたち 事務局 大野 浩子氏

活動賞

「乳幼児から思春期までの親子を対象とした切れ目のない子育て支援」
特定非営利活動法人 TEDIC 代表理事 門馬 優氏
「東日本大震災を経て影響を受けた子どもたちへの学習サポート事業、サードプレイス事業、不登校サポート事業」
特定非営利活動法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会 理事長 石橋 裕子氏
「佐賀県内の放課後児童クラブの指導員を中心とした子育て支援等の活動」
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論文
活動
活動
活動
活動

6. 第 6 回（2015 年度）
賞

論文/

受賞者
アイルランド国立大学ダブリン校 専任講師 小舘

活動
尚文氏

「Japanese Women in Science and Engineering：History and Policy Change」
優秀賞

お茶の水女子大学基幹研究院 リサーチフェロー 安藤 藍氏
「里親であることの葛藤と対処－家族的文脈と福祉的文脈の交錯－」
お茶の水女子大学生活科学部 非常勤講師 山本 千晶氏
「中絶の問題とは何か－『身体』からのアプローチ」
明海大学経済学部 専任講師 佐藤 一磨氏
「結婚すると健康になるのか、それとも健康な人ほど結婚するのか」

奨励賞

一橋大学 非常勤講師 大理 奈穂子氏
「What Makes a Mother a Monster? Mrs. Gant’s Grotesque Masculinity and the Cult of Womanhood」
リクルートワークス研究所

主任研究員 戸田 淳仁氏

「女性の会社や仕事の状況と賃金に与える影響」

論文
論文
論文
論文
論文
論文

ふくいソフィアの会 会長 太田 幸子氏
「福井生活学習館主催『地域の女性リーダー養成のための講座』

活動

修了生による若者の県外流出に関するワークショップ等の開催」

NPO 法人マミーズ・ネット【ポケット倶楽部・マミ茶】 理事長 中條 美奈子氏
「子育て情報誌【ポケット倶楽部】及び子育てフォーラムの企画・運営を行う【マミ茶】の運営」
NPO 法人くすくす YOKODASHI チーム 理事長 安田 典子氏
活動賞

「『アラフォーママの女子会』と『孫育てサロン』の“横出しサービス”の展開」
伊那谷あんじゃね支援学校

校長 木下 藤恒氏

「『あんじゃね自然学校』を支える大人たちの学ぶ場『あんじゃね支援学校』の運営」
Umi のいえ 代表者 齋藤

麻紀子氏

「『Umi のいえ』での母子の心身ケアに役立つ講座、語り合いの集い、表現ワークショップ等の提供」
NPO 法人 poco a bocco 代表 寺野 幸子氏
「“ゆらぎ”を抱える女性たちの“こころ”と“からだ”を支える講座、交流会、フィットネス等の開催」

活動
活動
活動
活動
活動

以
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上

