ふくしま女性活躍知事フォーラム
ひ と

ひ と

～未来へチャレンジ！ 女も男もいきいきと～
プログラム

平成27年
と

き

10月21日（水）
14:00開場

ところ

14:30開会

福島県男女共生センター

主催

福島県

出演者

東日本大震災とそれに続く原子力災害から４年７ヶ月が経過しました。
福島県は、今なお十万人を超える方々が避難生活を続けておられるなど、依然として厳しい状
況にありますが、様々なところで、復興も着実に進んできております。
福島の復興をさらに進めていくためには、これまで以上に行政、企業、地域、県民の皆様が連携、
協働しながら、女性も男性も、いきいきと活躍できる社会を形作っていくことが不可欠です。
本日は、ふくしま女性活躍知事フォーラムを開催し、県内の各分野で御活躍されている方々と
知事との意見交換を通して、これからの福島県について皆さんと考えていきたいと思います。
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開会

●座談会
コーディネーター

～出

福島県知事

内堀
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福島県男女共生センター館長

千葉

悦子

演

●昭和 45 年株式会社東邦銀行入行
●取 締役総合企画部長、常務取締役本
店営業部長、副頭取などを経て、平
成 19 年に頭取就任
●平成 22 年から１年間、一般社団法人
全国地方銀行協会の副会長を務める
●平成 26 年 12 月「輝く女性の活躍を
加速する地銀頭取の会」副会長就任
●平成17年度福島県「次世代育成支援企
業認証」取得
●平成 18 年度厚生労働省均等・両立推
進企業表彰「ファミリー・フレンド
リー企業」部門福島労働局長賞受賞
●平成 21 年度「くるみん」取得 平成
株式会社東邦銀行
26 年度に 2 度目の「くるみん」取得
きたむら せ い し
取締役頭取 北村 清士さん ●平成26年度厚生労働省均等・両立推進
企業表彰「均等推進企業部門」福島労
働局長優良賞受賞
●平成 26 年度福島県ワーク・ライフ・
バランス大賞受賞
●平 成 27 年 2 月郡山市男女共同参画
推進事業者表彰受賞

者～
取締役頭取

北村

清士 さん

きぼうのたねカンパニー株式会社

代表取締役

菅野

瑞穂 さん

福島県女性団体連絡協議会
タカラ印刷株式会社

代表取締役

特定非営利活動法人 OYAKODO ふくしま
特定非営利活動法人ザ・ピープル
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福島県知事

うちぼり まさ お

内堀 雅雄

●昭和61年  4月
●平成  4年  4月
●平成  5年  8月
●平成  8年  4月
●平成10年  4月
●平成11年10月
●平成13年  1月
●平成13年  4月
●平成14年  4月
●平成16年  4月
●平成18年
12月16日
●平成26年
11月12日

会長

代表理事
理事長

鈴木二三子 さん
林

克重 さん

横田

智史 さん

吉田恵美子 さん

自治省行政局行政課
福井県県民生活部地域振興課長
福井県総務部財政課長
大蔵省主計局法規課課長補佐
自治省行政局振興課課長補佐
自治省財政局地方債課課長補佐
総務省自治財政局地方債課理事官
福島県生活環境部次長
福島県生活環境部長
福島県企画調整部長

●北海道大学大学院教育学研究科
博士課程修了
●専門分野はジェンダー学習論、
地域づくり教育論、農民家族論
●福島大学副学長兼行政政策学類教授
●平成22年4月から
福島県男女共生センター館長

福島県副知事
福島県知事

福島県女性団体連絡協議会
会長

閉会

コーディネーター
福島県男女共生センター館長
ち

ば

えつ こ

千葉 悦子

●日本女子体育大学を卒業後、父親
のもとで有機農業を始める。福島
第一原発事故による福島の農業
の現状を伝えようと、平成 25 年
3 月に『きぼうのたねカンパニー』
を 設 立（http://kibounotane.
jp）。地域と都市をつなぐ農業ワ
ークショップを実施。「瑞穂」と
いう名前には両親の農業への思
いが込められている。

きぼうのたねカンパニー株式会社
代表取締役

すげの みずほ

菅野 瑞穂さん

●平 成 25 年 7 月から福島県女性団体
連絡協議会会長、現在 2 期目
●一 般社団法人国際女性教育振興会福
島県支部長
●西会津町農林産物加工ネットワーク
会長
●有限会社グリーンタフ工業代表
●黒米味噌本舗代表
●平 成 25 年 9 月福島県男女共同参画
審議会委員就任、現在２期目

（五十音順）

株式会社東邦銀行

（五十音順）

すずき ふ

み

こ

鈴木二三子さん

タカラ印刷株式会社
代表取締役

はやし かつしげ

林 克重さん

●昭和 50 年タカラ印刷株式会社入社、
昭和 60 年 7 月 1 日から
同社代表取締役
●平成 11 年〜平成 13 年、
福島市立杉妻小学校 PTA 会長、
平成３年〜平成15年、
福島商工会議所青年部、
平成 13 年 7 月から
福島南ロータリークラブ、
平成 16 年〜平成 22 年、
福 島市杉妻地区青少年健全育成推進
会会長
●平成 16 年４月から福島ふるさと体験
交流会会長を務める。
●平成 17 年度福島県「仕事と生活の調
和」推進企業認証取得
●平成 25 年度内閣府「女性のチャレン
ジ賞」特別部門賞受賞
●平 成 25 年 9 月福島県男女共同参画
審議会委員就任、現在 2 期目

●養護学校教員、学習塾の塾長を経て、
●平成 2 年にボランティアグループ ザ・
ピープルを立ち上げ、古着リサイク
現在は保育園の統括園長兼保育事業
ル活動を中心に住民主体のまちづく
部長。子どもたちの保育・教育現場
りを実践。
の管理に携わりながら、子育て支援
●東 日本大震災後、被災者・避難者支
等を行っている。好きな言葉は「感
援活動をきっかけに、ふくしまオー
動笑顔」。子どもたちと一緒に「感動」
ガニックコットンプロジェクトなど
体験を積み一緒に「笑顔」になれる、
様々な活動を手がける。
そんな現場を目指している。
●地 域の 3NPO の連携組織（いわきお
●特定非営利活動法人ファザーリング・
てんと SUN 企業組合）を立ち上げ、
ジャパン会員
住民自身の手による未来創りに取り
●特定非営利活動法人ファザーリング・
組む。
ジャパン東北（申請中）共同代表
●Ｆ（ふくしま）－ぱぱプロジェクト
副代表
特定非営利活動法人OYAKODOふくしま ●一般社団法人 東北キッズリーダーズ
特定非営利活動法人ザ・ピープル
よこた さとし
よしだ え み こ
理事 ほか
代表理事 横田 智史さん
理事長 吉田恵美子さん

