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　市民の皆さまとともに男女共同参画都市を宣言してから、１０周年を迎えます。
「男女共同参画社会」の実現を目指して認識を深め、さらに前進して参りましょう。
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　　　　美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然とととと確確確確かなかなかなかな歴史歴史歴史歴史、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな文化文化文化文化にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市のののの市民市民市民市民としてとしてとしてとして、、、、誇誇誇誇りとりとりとりと
自信自信自信自信をををを持持持持ちちちち、、、、男女男女男女男女のののの平等平等平等平等をををを基本理念基本理念基本理念基本理念にににに、「、「、「、「男女共同参画都市男女共同参画都市男女共同参画都市男女共同参画都市」」」」をををを宣言宣言宣言宣言しますしますしますします。。。。
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昭和 60 年 　　　　 「会津若松市婦人行動計画」策定

平成 7 年 　　　　 　　　　  社会福祉部女性児童課女性政策係を新設。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第 2 次会津若松市女性計画「ぱぁーとなーしっぷ 21」策定

平成 10・11 年度 　　　「女性のつどい」で「男女共同参画都市宣言」の早期実現について

決議され、市に要望書が提出される。

平成 10・11 年度 　  市主催の男女共同参画セミナー開催。

平成 11 年 10 月 29 日　 上記セミナー修了生の中から「男女共同参画都市の宣言をめざ

す実行委員会（仮称）」設立準備会発足。

平成 11 年 11 月 1 日 　  上記セミナー修了生 283 名に設立趣意書送付。

平成 11 年 11 月 15 日　「男女共同参画都市の宣言をめざす実行委員会｣設立総会開催。

　　　　　　　　　　　　以降 、63 名の実行委員が 3 つの専門部会に所属し、活動を展開。

平成 12 年 2 月 27 日     「男女共同参画都市宣言のつどい」を開催し、式典において、

　　　　　　　　　　　  「男女共同参画都市宣言」を実施。

　　　　　　　　　　　　会津若松駅前の宣伝塔に「男女共同参画都市宣言」標示。

平成 12 年 3 月 　「男女共同参画都市の宣言をめざす実行委員会」解散。

受 賞 者 名受 賞 者 名受 賞 者 名受 賞 者 名

○「男女共同参画都市宣言功労感謝状」贈呈者

 元 男女共同参画都市の宣言をめざす実行委員会 

         平成 12 年 2 月 27 日、会津若松市は男女共同参画社会の実現を目指し、県内初の
男女共同参画都市宣言を行いました。この時に中心的な役割を担われた 63 名の
市民の皆さま方の多大なる貢献に、深く感謝の意を表します。

○ 平成 21 年度「会津若松市男女平等に関する作文コンクール」受賞者

◆団体　 学校賞 　会津若松市立城南小学校

◆個人
　《小学生低学年の部》

　最優秀賞  謹教小学校３年  上島 花菜さん「男女びょうどうが広がるといいな」
　優秀賞　松長小学校１年  上田 裕真さん       優秀賞　小金井小学校２年  内田 芹菜さん  
   優秀賞　城南小学校３年  白川 怜桜さん 

 《小学生高学年の部》

　最優秀賞  城南小学校４年 安積 崚さん「ぼくのしょう来の夢」
　優秀賞　城西小学校５年 渡部 小百合さん 　 優秀賞　神指小学校５年 橋本 和音さん   
　優秀賞　東山小学校５年 木村 彰吾さん    　 優秀賞　城南小学校６年 遠藤 優太さん  

 《中学生の部》

　最優秀賞  河東中学校１年　矢野 桜さん「男女平等について」
　優秀賞　第二中学校２年　浅野 奈緒美さん　優秀賞　第五中学校２年　芳賀 美涼さん
　優秀賞　第五中学校２年　佐藤 勇人さん   　優秀賞　第六中学校３年　齊藤 美優さん

○ 平成 21 年度「会津若松市男女共同参画推進事業者表彰」受賞者

　秋山ユアビス建設株式会社



歴代歴代歴代歴代のののの男女共同参画推進事業者表彰受賞者男女共同参画推進事業者表彰受賞者男女共同参画推進事業者表彰受賞者男女共同参画推進事業者表彰受賞者

株式会社株式会社株式会社株式会社ホテルニューパレスホテルニューパレスホテルニューパレスホテルニューパレス（（（（平成平成平成平成 16161616 年度年度年度年度））））

男女が働きやすい職場環境整備、女性登用、男女間格差の積極的改善措置及び企業独自の取
組みを行っている点などが評価されました。

会津三菱自動車販売株式会社会津三菱自動車販売株式会社会津三菱自動車販売株式会社会津三菱自動車販売株式会社（（（（平成平成平成平成 16161616 年度年度年度年度））））

男女が働きやすい職場環境整備、女性登用、社を挙げて経営品質向上に取組み男女社員の相
互協力・自発的チーム活動による職場づくりを進めている点などが評価されました。

合資会社広田合資会社広田合資会社広田合資会社広田タクシータクシータクシータクシー（（（（平成平成平成平成 17171717 年度年度年度年度））））

男女共同参画の視点に立った事業展開、女性運転手の積極的起用により生活者の視点で
様々なアイディアを駆使しながら男女がともに仕事と家庭を両立しやすい、生き生きと働
くことができる職場環境に努めている点などが評価されました。

富士通株式会社会津支店富士通株式会社会津支店富士通株式会社会津支店富士通株式会社会津支店（（（（平成平成平成平成 19191919 年度年度年度年度））））

男女共同参画推進の取組みや家庭生活との両立支援の制度数の多さ、相談体制の整備、全職
員への人権教育実施などが評価されました。

会津土建株式会社会津土建株式会社会津土建株式会社会津土建株式会社（（（（平成平成平成平成 19191919 年度年度年度年度））））

建設業という男性が多い業種の中で、男女共同参画推進の取組み、男女がともに仕事と家庭
生活を両立しやすい職場環境づくりを進めている点などが評価されました。

株式会社株式会社株式会社株式会社シンクシンクシンクシンク（（（（平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度））））

男女とも能力を発揮できる職場環境づくりの姿勢、仕事と家庭生活を両立しやすい制度の
充実、育児・介護休業者復帰支援の取組み、セクハラ防止のための方針・懲戒処分を服務規
程に明記している点などが評価されました。

株式会社南会西部建設株式会社南会西部建設株式会社南会西部建設株式会社南会西部建設コーポレーションコーポレーションコーポレーションコーポレーション（（（（平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度））））

建設業という男性の多い業種ながら性別や職種によらない業務・研修機会提供、仕事と家
庭生活を両立しやすい制度の充実、女性だけでなく男性社員も育児休暇取得の実績がある
こと、セクハラ防止のための社内体制整備などが評価されました。

秋山秋山秋山秋山ユアビスユアビスユアビスユアビス建設株式会社建設株式会社建設株式会社建設株式会社（（（（平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度））））

男女がともに働きやすく能力を発揮できるワーク・ライフ・バランスの職場づくりを進
めており、法定を超える介護休業・子の看護休暇、社内情報通信網や会議・研修などによ
る情報の共有、セクハラ防止に積極的に取り組んでいる点などが評価されました。

記念講演記念講演記念講演記念講演

　　　　　　　　「男と女のあり方が変わる 経済も変わる」

　　　　　　　　　　　　　　　    もりなが　たくろう

　　　　　　　　　   森 永　卓 郎  さん　

　　　　　　　　　　   《プロフィール》

 東京都出身。東京大学経済学部卒業。
 現在、獨協大学経済学部教授、経済アナリスト。
 テレビ朝日「スーパーモーニング」他、多数の番組に出演中。
 著書「年収 300 万円時代を生き抜く経済学」他、多数の著書
がある。


