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主　　　催：特定非営利活動法人全国女性シェルターネット（代表理事　北仲千里）

いま日本では…４日に１人の女性が、配偶者によって殺されて
います。
１週間に１人の子どもが、虐待で命を落としています。
性被害を受けた 10 人のうち７人の女性は、誰にも相談できて
いません。
男女平等ランキングで、世界 144 カ国中 114 位です。
６人に１人の子どもが貧困にあります。
こうした DV・虐待・性被害・差別・貧困などの様々な社会問題
の根源には、力の不均衡とその濫用からおこる暴力が存在して
います。
あらゆる暴力を容認せず、一人ひとりが尊重される多様性のある
社会にすることは、日本および国際社会にとって重要な課題です。
本シンポジウムでは、DV 被害者支援の国際条約を紹介し、官民
協働で支援体制を築いているシンガポールの現状を学びます。

実行委員会： 第 21 回全国 シェルターシンポジウム 2018 in 札幌事務局（実行委員長  山崎菊乃）

TEL.011-219-7012　FAX.011-219-7022

特定非営利活動法人  女の スペース・おん
札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 8 番地愛生舘ビル 508B 

事　務　局

託児有 事前申込必須 参加費有

北海道立道民活動センター「かでる 2・7」
大ホール

◆基調公演／シンポジウム／フォーラム会場

北海道立道民活動センター「かでる 2・7」
会議室

◆分科会会場

センチュリーロイヤルホテル
●交流会会場

◆北海道立道民活動センター「かでる２・７」
　 札幌市中央区北 2条西 7丁目

【最寄りの交通機関】
★JR札幌駅南口：徒歩 13分
★地下鉄：さっぽろ駅（10番出口）：徒歩 9分

大通駅（2番出口） ：徒歩 11分
西 11丁目駅（4番出口） ：徒歩 11分

●センチュリーロイヤルホテル
    札幌市中央区北５条西５丁目

かでる２・７
道民活動センタービル

センチュリーロイヤルホテル

シンポジウムの詳細とお申し込みは
以下のサイトからお願いいたします。

http://www.knt.co.jp/ec/2018/s-sympo21/
参加費
□１日目参加　3,500 円
□２日目参加　3,500 円
□両日参加　　5,000 円

※交通・宿泊は各自お手配ください

6,000 円
交流会+

特別料金
□１日目参加　1,000 円
□２日目参加　1,000 円
□両日参加　　2,000 円
※経済的に厳しい状況に置かれている方にもご参加いた
　だくための特別料金です。学生、障害をお持ちの方、
　暴力被害等による影響で就労が困難な方など、ぜひご
　相談下さい。

1．JR札幌駅西口改札より出て、札幌駅南口方面へ
2．右手にある大丸札幌店前より、エスカレーター又は階段で地下へ
3．そのまま南へ進み、「APIA」内、a「ジョイフルウォーク」、b「フー
　  ドウォーク」のどちらかに入り直進。
4．c「みのりの広場」につきます。
　  「センチュリーロイヤルホテル」と書かれたドアより中に入り直進。
 　※階段を下る通路は《朝 6:00 ～夜 23:00》ご利用いただけます。
　 その他の時間は地上をお通りください。
5．右手の壁の上部に「エレベーター センチュリーロイヤルホテル」
　  と書かれた看板がありますので、そこを右折。
6．エレベータにて 2階フロントまでお越しください。

JR札幌駅、地下鉄南北線、東豊線さっぽろ駅地下直結

「官民の境を超え、地域を超え、
   国境を超える、女たちのネットワーク
  ～＃Me Too,＃We Too,＃With You～」

「第 21回全国シェルターシンポジウム 2018 in 札幌」実行委員会
連絡先：E-mail:  s_sympo2018@yahoo.co.jp 　URL：http://www.knt.co.jp/ec/2018/s-sympo21/

北海道、札幌市、北海道弁護士連合会、札幌弁護士会、
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント・全国ネットワーク 北海道ブロック、
内閣府、厚生労働省、文部科学省、外務省（申請中）

後援



第21回 

全国シェルターシンポジウム2018 in 札幌 分科会のご案内
2018
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10：30～

11：30 ～ 12：10

13：45 ～ 15：45

12：10 ～ 13：40

16：00～ 17：30

18：30～ 20：30

2018
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分科会受付 

分科会Ａ 
昼休み 

分科会Ｂ 

閉会セレモニー
大会アピール文の採択
16：00　終了　

9：00～ 10：00

10：00 ～ 12：00

12：00 ～ 13：00

13：00 ～ 15：00

会場：かでる 2・7大ホール

会場：かでる 2・7会議室

シェルターにおける支援理念と安全対策の在り方
を考える
～がんじがらめの安全確保対策を検証し、真に安全・ 
    安心な支援を考える～

今、「性暴力被害者支援法（仮）」が必要だ！

米国研修ツアーから学ぶ性虐待被害者支援の対応

DV離脱後のサバイバーを日常的に支える仕組み
づくり

若年層へのDV予防教育の内容と効果
─高校、大学での結果から─

AV被害とリベンジポルノの現状と課題

包括的な性暴力禁止法をめざして
～刑法の見直しを！～

女性自立支援法（仮称）の制定をめざして

高齢者虐待？  それともDV被害？
～家庭内の高齢者への暴力の状況と課題～

暴力とハラスメントのない社会へ
～私たちが求める法整備の実現に向けて～

アイヌ文化に触れてみませんか？
アイヌ女性の生き方を聞いてください！

DV被害者支援基礎講座

女性と貧困：貧困のサイクルを断ち切るには

LGBT支援マニュアル

子どもの視点から見た面会交流

Ａ-1

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

Ａ-5

Ａ-6

Ａ-7

Ａ 10：00～ 12：00

Ｂ 13：00～ 15：00

全国女性シェルターネット理事

性と身体を考えるネットワーク会議

NPO法人レジリエンス

NPO法人いくの学園

酪農学園大学

ポルノ被害と性暴力を考える会

性暴力禁止法をつくろうネットワーク

全国婦人保護施設等連絡協議会

NPO法人ウィメンズネット・マサカーネ

パープル・ユニオン

「アイヌ女性会議」メノコモシモシ

駆け込みシェルターとかち

相内眞子

NPO法人Ｌ-port

NPO法人ウィメンズ・結

（右の表から選べます）

（右の表から選べます）

＃Me Too,＃We Too,＃With You

受付 

開会セレモニー　手話通訳
知事、市長、省庁職員等挨拶、アトラクション（漫談）

基調講演　英日逐次通訳・手話通訳

「女性支援の国際スタンダード─イスタンブール条約」
■講師：ローザ・ローガーさん
　　　　　オーストリア　WAVE（ヨーロッパシェルターネットワーク）理事長
　　　　　イスタンブール条約監視委員会委員

シンポジウム　手話通訳

「官民の連携・ネットワーク～シンガポール・北海道～」
■進行：山崎菊乃（NPO法人女のスぺースおん代表）

■シンポジスト

 

議員フォーラム
国会議員、道・市議会議員「包括的な性暴力禁止法の制定に向けて」

交流会 会場：センチュリーロイヤルホテル

ハムザ  アブダル  ムタリブさん
シンガポールのDVや家庭内暴力被害者のためのシェルター，Casa Raudha Women Home 前理事長、 
現理事

ロレイン・リムさん
シンガポール女性団体協議会（Singapore Council of Women’s  Organizations, SCWO）が運営する女
性のシェルター，Star Shelter のマネージャー

美藤加代子さん　北海道立女性相談援助センター所長　
北仲千里さん　全国女性シェルターネット代表理事　

分科会

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8かでる 2・7
大ホールにて

15：30～


