
男女共同参画宣言都市甲府

平成 28・29 年度
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（パープルリボン運動より p.19）



　私たち甲府市民は、長い歴史と美しい自然に恵まれたふるさと
甲府市を誇りにしています。人間らしく生きることを最高の価値と
して考え、多様性を重んじる持続可能な社会を目指し、平和で幸
福な生活が営める人間関係を、ここ甲府で築きます。
　私たち甲府市民は、男女が平等で、それぞれの尊厳を重んじ、
一人ひとりがいきいきと活躍できる社会の実現を目指し、ここに

「男女共同参画都市」を高らかに宣言します。

１．　物事を決めるすべての場面で「男女がともにいる風景」を
つくります。

１．　一人ひとりを大切にし、互いの人権を認め守りあう社会をつ
くります。

１．　男女の特性に基づく差別をなくし、社会的因習や慣習を
正します。

１．　男女がともに支え合い、生涯をとおした健康づくりをします。

１．　互いの人格を尊重した温かい地域や家庭をつくります。

１．　「ひとりの人間」として働く意欲や能力が公平に活かされる
社会をつくります。

甲府市男女共同参画都市宣言

ま　  ち

ま　  ち
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第５期の活動を通しみえてくるもの

　第５期甲府市男女共同参画推進委員会は2016年に33名のメンバーでスタート

しました。

　私たちは、男女共同参画社会の実現のために①「こうふ男女共同参画プラ

ン」の達成。②男女共同参画推進委員のエンパワーメント。③甲府市民への情

報提供・啓発を目的として使命感を持って活動してきました。

　１年目は、企画運営部会、イベント部会、広報編集部会を立ち上げ、毎月の定

例会や学習会を重ね推進委員の資質向上に重点的に取り組みました。２年目は

2017年４月に「第３次こうふ男女共同参画プラン」及び「甲府市配偶者等からの

暴力の防止及び被害者支援基本計画」が策定されたことにより、私たちの活動

は新たな段階に入り、推進委員の役割も重要になりました。そして、男女共同参

画週間での街頭啓発活動、女性活躍推進ロールモデルセミナーの開催、ぴゅあ

総合フェスタ地域活動発表、DV防止週間での街頭啓発活動などの新たな啓発

活動も企画実行しました。また、NWEC(国立女性教育会館)フォーラムでのワー

クショップ発表、甲府大好きまつり、日本女性会議への参加、甲府市役所での活

動パネル展、甲府市総合市民会館での作品展、平成29年度第10回甲府市男女

共同参画フォーラムを開催するなど様々な活動を行いました。

　これらの活動を委員会で行う中、個人として地域で活動を始めた委員や、推

進委員を継続して更にリーダーとして力をつけたいという委員も誕生し、うれし

い兆しも見え始めてきました。推進委員の皆様、ありがとうございました。これま

での活動や経験を糧に今後、地域や家庭、職場で活躍されることを願っており

ます。

甲府市男女共同参画推進委員会　委員長　　天野　光江
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男女共同参画推進活動に参加して

　「少子化を打破しなければ日本が壊れてしまう！！」と１人心の中で危機感を

募らせた私がIT業界から保育業界へ転身する決意をしたのは平成21年のこと

でした。その後、少子化問題の根深さを学んでいくうちに出会った有効な対策

が、ワーク・ライフ・バランスでした。しかし、既に少子化の影響で労働力不足が

始まっている現状でワーク・ライフ・バランスに取り組む企業は少なく、充分に普

及するには社会の構造的な変革が必要と感じていた平成27年２月、第８回甲府

市男女共同参画推進フォーラムへ一般参加した私は、山﨑副委員長（当時）に

勧められて翌年度の推進委員募集に応募しました。

　こうして参加した今期の推進委員会は初参加の委員が多く、私は当初『男女

共同参画』という言葉にも馴染みがありませんでしたが、皆で一から勉強し、２

年間の研修や啓発活動を通して、徐々に理解を深めていくことができました。お

かげさまで私は、男女共同参画はワーク・ライフ・バランスを普及できる社会を

支える柱になるだけでなく、社会のあらゆる場面で重要な意味を持つことを理

解することができました。一方で、男女共同参画の推進は伝統的な価値観と相

容れないという話も耳にしましたが、それは男女共同参画社会の実現に必要な

「性差別の撤廃」が「性差の否定」という別の主張と混同されたために生じた誤

解であって、「誰もが自分らしく生きる」男女共同参画社会を目指すには、男女

に性差があることを理解することが大切であることも学ぶことができました。

　これからは老若男女がそれぞれの能力を発揮して活躍する時代がやってきま

す。持続可能な社会を築く基礎として、今後も男女共同参画を推進していきたい

と考えています。

甲府市男女共同参画推進委員会　副委員長　　酒井　大介
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他の委員会等への推薦委員

1 ２名

2 ２名

3 １名

4 １名

5 １名

6 １名

7 ２名

8 １名

甲府市緑化推進協議会

甲府市教科用図書採択審議委員会

委員会名
山梨県「地域における男女共同参画実践活動支援事業」におけ
る地域推進員

甲府市男女共同参画審議委員会

山梨県考古博物館協議会

甲府市消費者問題懇話会

甲府市環境センター環境委員会

新しい次代を担う人づくり基金運営委員会

企画運営部会

リーダー

副リーダー

委員７名

パネル展

フォーラム企画等

イベント部会

リーダー

副リーダー

委員９名

街頭啓発活動

大好きまつり等

広報編集部会

リーダー

副リーダー

委員９名

広報原稿作成

活動報告書等

事務局
甲府市役所

人権男女参画課

男女参画係

役員会

第５期

甲府市男女共同参画推進委員会

事業計画

委員会の組織

副委員長

委員長
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【平成２８年度】

<定例会>

5月18日 委嘱状交付(委員３３名）・役員選出・事業計画承認

6月1日 甲府市男女共同参画フォーラムＤＶＤ研修

7月7日 男女共同参画基礎講座

8月3日 活動テーマ決定・NWEＣと日本女性会議説明

9月7日 NWEC参加報告・部会別活動

10月5日 こうふ大好きまつり準備・部会別活動

11月2日 こうふ大好きまつりと日本女性会議参加報告・部会別活動

12月7日 パネル展報告・「劇団さくらっ子」寸劇(防災）ワークショップ・部会別活動

1月11日 甲府市男女共同参画フォーラム2017と川柳作品展説明

2月1日 甲府市男女共同参画フォーラム2017通し練習・群読練習・部会別活動

3月1日 甲府市男女共同参画フォーラム2017と川柳作品展反省発表・平成２９年度事業について

※定例会運営にあたり毎月役員会を開催

<事業活動>

6月18日 平成２８年度やまなし男と女とのフォーラム参加

8月26日 ＮＷＥＣ男女共同参画推進フォーラム参加

9月10日・11日 ぴゅあ総合フェスタ2016参加

10月28日～30日 日本女性会議2016秋田市大会参加

10月29日 こうふ大好きまつりにて啓発活動

パネル展開催

2月15日～19日 川柳作品展開催

2月17日 甲府市男女共同参画フォーラム2017リハーサル

2月18日 甲府市男女共同参画フォーラム2017開催

甲府市男女共同参画推進委員会（第５期）活動のあゆみ

11月29日～12月3日
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【平成２９年度】

<定例会>

4月5日 総会（年間計画・年度目標）

5月15日 第３次プラン学習会（一般参加者あり）

6月7日 部会別活動

7月5日 ＮＷＥＣワークショップリハーサル

8月2日 街頭啓発活動と「起業ロールモデルセミナー」報告・部会別活動

9月6日 ＮＷＥＣワークショップ報告・部会別活動

10月4日 こうふ大好きまつりとパネル展準備・部会別活動

11月1日 日本女性会議2017とまこまい大会とこうふ大好きまつり報告

12月6日

1月10日 甲府市男女共同参画フォーラム2018準備

2月7日 甲府市男女共同参画フォーラム2018通し練習・群読・活動報告練習

3月7日 川柳作品展準備・甲府市男女共同参画フォーラム2018最終確認

※定例会運営にあたり毎月役員会を開催

<事業活動>

6月18日 平成２９年度やまなし男と女とのフォーラム参加

6月23日 男女共同参画週間街頭啓発活動（パンフレット配布）

7月12日 起業ロールモデルセミナー開催

8月25日 ＮＷＥＣ男女共同参画推進フォーラム参加（ワークショップ開催）

9月9日・10日 ぴゅあ総合フェスタ2017参加

10月13日～15日 日本女性会議2017とまこまい大会参加

10月28日 こうふ大好きまつりにて啓発活動

11月13日 ＤＶ防止週間街頭啓発活動（パンフレット配布）

パネル展開催

3月7日～10日 川柳作品展開催

3月9日 甲府市男女共同参画フォーラム2018リハーサル

3月10日 甲府市男女共同参画フォーラム2018開催

3月28日 修了式

11月27日～12月1日

街頭啓発活動報告とパネル展報告・甲府市男女共同参画フォーラム2018について



−10−

平成２８年度委嘱式

定例会部会別活動

男女共同参画基礎講座

役員会

劇団さくらっ子 寸劇（防災) ワークショップ

定例会写真集
【平成２８年度】
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ＮＷＥＣワークショップリハーサル

甲府市男女共同参画フォーラム2018打合せ

【平成２９年度】

定例会写真集


