
 

  

甲州市男女共同参画推進委員会 

2018.4.25 委嘱式・第 1回推進委員会 

2018.6.28 推進月間意見交換会 

2018.11.8 オレンジカフェ 

2019.2.27 第 10回推進委員会 

2018.10.28 およっちょい祭り 

2019.2.2  

第 12回男女で環になり笑顔のフォーラム 



平成 30年度甲州市男女共同参画推進委員会事業報告 

 日付 事業内容 備 考 

平
成
30

年 

4月 25日 委嘱式・第 1回推進委員会 ＊委嘱式 

＊正副委員長・会計・監事の選任 

＊甲州フルーティー夢プラン及び取り組

みについて 

＊平成 29年度事業報告収支予算報告 

＊平成 30年度事業計画・予算（案） 

5月 8日 役員会 ＊広報年間計画について 他 

5月 9日 第 2回推進委員会 ＊6月推進月間啓発活動について 

＊今年度のテーマについて 

＊部会リーダー、サブリーダーの選出 

＊各部会の取組みについて 他 

5月 10日 CATV収録（5/15～31放映） 6月推進月間男女共同参画周知番組 

5月 26日 男女共同参画基礎講座 【ぴゅあ総合】 

6月 12日 6月推進月間啓発活動 【塩山駅】 

6月 14日 6月推進月間啓発活動 【フーズマーケットおかじま甲州店】 

6月 16日 6月推進月間啓発活動 【いちやまマート塩山店】 

6月 22日 第 3回推進委員会 ＊男女共同参画推進月間について 

＊テーマについて決定 

『男性の介護から見る男女共同参画』 

＊フォーラムについて 

＊子どもフェスタについて 

＊まちなかウォーキングについて 他 

6月 24日 やまなし男と女とのフォーラム参加 【甲府市総合市民会館】 

6月 28日 推進月間事業 

 

【市長応接室】 

市内官公署で管理職として活躍する女

性 2名と市長を交えての意見交換会 

8月 16日 役員会  

8月 20日 第 4回推進委員会 ＊甲州市の介護事業について研修 

＊都市宣言について 

＊およっちょい祭りへの参加について  

9月 6日 役員会  

9月 8日 ぴゅあ総合フェスタ参加  

パネル展示 

【ぴゅあ総合】 

9月 10日 第 5回推進委員会 ＊都市宣言について 

＊県立大学での研修について 

＊フォーラムについて 他 

9月 22日 えんざんまちなかウォーキング 【塩むすび】 

意識調査及び啓発物品の配布 

10月 16日 役員会  

10月 17日 第 6回推進委員会 ＊およっちょい祭りについて 

＊フォーラムについて 他 

 10月 28日 およっちょい祭り 意識調査の実施 

啓発物品の配布（トートバック） 

  



 日付 事業内容 備 考 

11月 1日～ 男女共同参画川柳写真の募集 

（平成 31年 1月 15日まで） 

テーマ『介護』 

～介護で気づいた男女
ひ と

の温かさの瞬間～ 

11月 7日 オレンジカフェ準備 【カフェイコーリティ】 

クッキー袋詰め 

11月 8日 オレンジカフェ 【およっちょいぷらざ】 

11月 8日 第 7回推進委員会 ＊男性料理教室について 

＊事業所訪問について 

＊フォーラムについて 他 

11月 17日 ネットワークセミナー基礎講座 【ぴゅあ総合】 

11月 22日 事業所訪問 昭和建設株式会社 

株式会社シャトー勝沼 

11月 26日 都市宣言検討会  

11月 27日 県内研修 【山梨県立大学看護学部】 

家族看護学受講及び学生との意見交換 

12月 5日 第 8回推進委員会 ＊フォーラムについて 

＊都市宣言について 他 

12月 15日 男性料理教室  

12月 18日 CATV収録 フォーラム告知番組 

12月 19日 地域防災リーダー養成講座 【甲州市民文化会館】 

平
成
31

年 

1月 8日 都市宣言検討会  

1月 14日 UTYウッティタウン出演 【甲府駅南口広場】 

フォーラム告知 

1月 15日 第 9回推進委員会 ＊健幸体操練習 

＊フォーラムについて 

＊都市宣言について 他 

1月 22日 フォーラムシンポジウム打合せ  

1月 24日 男女共同参画川柳選考会 甲州市文化協会川柳部 

推進委員会委員長 

市民生活課長 

2月 2日 第 12回 

男女で環になり笑顔のフォーラム 

～男性の介護から見る男女共同参画～ 

【甲州市民文化会館】 

＊男女共同参画川柳表彰式 

＊寸劇 

 『介護保険編』『介護予防編』 

＊シンポジウム 

 『男性の介護から見る男女共同参画』 

2月 27日 第 10回推進委員会 ＊フォーラムの反省 

＊都市宣言について 

3月 19日 第 11回推進委員会 ＊平成 30年度反省 

 



  

◆ 主な活動 

① テーマに沿った活動 平成 30 年度：男性の介護から見る男女共同参画 

② 
6 月推進月間におけ
る啓発活動 

・CATV 放映及び広報誌への掲載による啓発 
・市内駅頭、スーパー店頭での啓発物品の配布 
・市内官公署女性管理職との意見交換会 

③ 
市内イベントでの 
啓発活動 

・およっちょい祭り 
・まちなかウォーキング 

④ フォーラムの開催 男女で環になり笑顔のフォーラム 

  ★ 都市宣言（案）の作成 

◆ 部会による活動（平成 30 年度） 

家庭部会 

（6 名） 

①チャレンジ家庭シートの実施：家庭内での役割分担の見直し 

②男性料理教室：男性の家事参画のきっかけづくり 

地域部会 

（7 名） 

オレンジカフェへの参加 

参加者の一人として、お茶やお菓子を囲みながら皆さんと交流。 

地域とのつながりが疎遠になった今こそ、支える人と支えられる人という

隔たりをなくして、支え合いの拠点として地域の人達が自然に集まり、住

民同士で見守り、みんなが安心して暮らすことができるように支援するこ

とを目的に実施。 

職場部会 

（7 名） 

事業所訪問の実施 

性別に関わりなく一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、ワー

ク・ライフ・バランスの実現のための働きやすい職場づくりについて、市

内事業所を訪問し、経営者やそこで働く方々と意見交換などを行い、職場

における男女共同参画の一層の推進を図ることを目的に実施。 

 

◆ ＊平成 30 年度テーマ 『男性の介護から見る男女共同参画』 

    介護者の 3 人に 1 人が男性の介護者という時代になり、家族を構成する男

女が互いを尊重し、相互の協力と社会の支援を受けながら、生きがいを持っ

て暮らせるまちづくりを推進するため、男女共同参画の視点から 

「男性の介護」について考えた。 

 

  

 

◆ 研修の実施（H30 年度テーマ『男性の介護から見る男女共同参画』） 

  ① 市の介護保険事業について（介護支援課職員による講義） 

  ② 山梨県立大学看護学部での授業参加及び学生との意見交換会 

  ・家族看護学の授業に参加。講義受講後、2 年生 104 人との意見交換会を実施 

  ・男女共同参画の視点から「男性の介護」や「性別による役割分担」について 

考えた 

山梨県立大学看護学
部授業参観＆意見交
換会（H30.11.27） 
推進委員の研修として、

佐藤悦子教授の授業を参
観後、看護職を目指す学生
と意見交換を通して、介護
と男女共同参画社会につ
いて考えました。 

 

★甲州市男女共同参画推進委員会では、市民に身近な課題や問題をテーマと
することで、様々な分野の方に男女共同参画について気付いてもらうことを
目的に、平成 29 年度からテーマを設け、推進しています。 



 

６月推進月間啓発活動 
塩山駅、フーズマーケット
おかじま甲州店、いちやま
マート塩山店で市民の皆さ
んに理解を深めていただけ
るよう、オリジナルボール
ペンとチラシを配布しまし
た。 

 

意見交換会（H30.6.28） 
市内官公署で活躍する女性
管理職２人をお招きし、職
場での取り組みや現状、こ
れまでの経験やワーク・ラ
イフ・バランスについて意
見交換を行いました。 

 

えんざんまちなかウォ
ー キ ン グ へ 参 加
（H30.9.20） 
男女共同参画の普及啓発や
推進活動を知っていただく
ことを目的に実施しまし
た。 

 

およっちょい祭りでの
意識調査実施（H30.10.29） 
市民への啓発活動として、
毎年、男女共同参画に関す
る簡単なアンケート調査を
実施しています。 

 

オレンジカフェへの参
加 
（H30.11.8） 
お茶やお菓子を囲みながら
参加者と交流。推進委員会
からクッキーをプレゼント
しました。 

 

事業所訪問（H30.11.22） 
職場における男女共同参画
の推進を図るため、市内の
事業所を訪問し、経営者や
そこで働く方々と意見交換
を行いました。 

 

 

 

 

平成 30 年度の主な取り組み 

山梨県県民生活部 

峡東地域県民センター所長 
日下部警察署 

地域交通管理官 



  

男性料理教室
（H30.12.15） 
男性の自立と家事参画のきっ

かけづくりとして毎年開催。 

今年度は男性でも簡単にで

きる缶詰料理にチャレンジ。

食生活改善推進員の協力によ

り、健康に関するミニ講座を

交えながら楽しく美味しい料

理が出来上がりました。 

 



 
 
 

＊＊＊ 開会セレモニー ＊＊＊ 
 

 

 

 

 

 

      田辺 篤 市長あいさつ       野口 雅美 委員長あいさつ 

＊＊＊ 男女共同参画川柳表彰式 ＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊ 第一部 寸劇 ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護保険編 

介護予防編 

寸劇を通して、甲州市の介護保険事業を紹介しながら、甲州市に住む男女（だれも）が、住み慣れた
まちで元気に暮らしていく方法をみんなで考え、介護予防編では、最後に会場の皆さんも一緒になっ
て楽しく健幸体操を行いました。 

第１２回男女
み ん な

で環になり笑顔のフォーラム 2019 

～ 男性の介護から見る男女共同参画 ～ 
2019.2.2 於：市民文化会館 

 

寸劇出演者の紹介 

推進委員のほか、市民

生活課長、介護支援課

職員と一緒になって行

いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

パネリスト 
青柳 和光 さん 
（男性介護経験者） 

パネリスト 
廣瀬 拓也 さん 
（高校生） 

パネリスト 
松本 令子 さん 

（介護サービス事業者） 

パネリスト 
内田 明子 委員 
（男女共同参画推進委員） 

コーディネーター 
佐藤 悦子 さん 

（山梨県立大学看護学部教授） 

男性介護経験者、高校生、介護サービス事業者、男女共
同参画推進委員のそれぞれの立場から、介護についてお
話しを伺いながら、男女共同参画について意見交換を行
いました。 

＊＊＊ 第二部 シンポジウム ＊＊＊ 

～ 男性の介護から見る男女共同参画 ～ 

 

男女共同参画川柳の掲示 推進委員会の活動報告のパネルを展示 

＊＊＊ 会場の様子 ＊＊＊ 

平成 30年度男女共同参画川柳入選作品 

🌸最優秀賞  家事介護疲れしママにありがとう （平山 知幸） 

🌸優 秀 賞  車イス押す娘の笑顔背が温い   （渡辺 令子） 

🌸  〃    優しさが心に染みる介護の手   （小林 多嘉） 

🌸  〃    微笑みを交わし介護の灯を点す  （鶴田 甲敬） 

🌸  〃    ありがとう介護に感謝でる言葉  （久保  晃） 

🌸  〃    温かい嫁に触れ合う介護の手   （廣瀬  勝） 

イラスト画協力 
塩山高校 美術イラスト部 


