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他市の都市宣言文 

 

四日市市男女共同参画都市宣言 
わたしたちは、家庭・学校・職場・地域などあらゆる分野において、性別にと

らわれることなく一人ひとりが自分らしく輝いて生きるまち四日市をめざし、

ここに「男女共同参画都市」を宣言します。  
平成 15年 12月 19日 
四日市市 

 

津市男女共同参画都市宣言 
私たち津市民は、男女がともに、豊かな自然と文化を育み、男女共同参画が推

進される魅力あるまち「津」を築くため、次の基本理念に立ち、ここに「男女

共同参画都市」を宣言します。 
1 男女がともに、それぞれの性と人格を尊重しあい、互いを思いやるまち「津」
をめざします。 
1 男女がともに、一人ひとりの個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参
画できるまち「津」をめざします。 
1 男女がともに、一人の人間として自立し、生き生きと暮らせるまち「津」を
めざします。 
1 男女がともに、平和な社会を願い、友情の輪を世界へ広げるまち「津」をめ
ざします。 
平成 19年 3月 29日 
津市 

 

松阪市男女共同参画都市宣言 
女（ひと）と男（ひと）ともに輝く松阪宣言 
男女が 性別にとらわれず 世代を超え 
よろこびも 責任も 分かちあい 
さまざまな分野に参画し 
互いの個性や能力が光り輝く 
誇りと美しさを備えた交流都市 松阪をめざして 
わたしたちは ここに「男女共同参画都市」 
を宣言します。 

 

伊勢市男女共同参画都市宣言 
私たちは、美しい自然と豊かな文化に恵まれ、古くより“お伊勢さん”と親し
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まれたこのまちを誇りとし、男女が性別を超え、世代を超え、人として尊重し

あい、喜びも責任も分かちあい、共にいきいきと自分らしく生きることのでき

る伊勢市をめざして、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 
 

伊賀市男女共同参画都市宣言 
私たちは 
性別にとらわれず 互いを人として尊び 
それぞれの個性と能力をいかせるまちをめざし 
社会のあらゆる分野で 
共に参画し 責任を分かち合い 
のびやかで 心豊かに暮らせるまちをめざし 
豊かな自然と培われた文化を次代につなげ 
平等と平和が根づくまちをめざして 
ここに「男女共同参画都市」を宣言します 
平成 18年 7月 11日 
伊賀市 

 

名張市男女共同参画都市宣言 
わたしたちは 
男女が 性別にとらわれず 世代を超えて 
互いに個性を尊重し 高めあいながら 
共に参画し 責任を持ち 生き生きと輝いて暮らせる 
魅力に満ちた「まち」 名張市を築くため 
ここに「男女共同参画都市」を宣言します 

 

筑西市男女共同参画都市宣言 
日本百名山の一つ筑波山が一番美しく見えるまち筑西市 
その優雅な山容に抱かれながら 
先人たちは豊かな郷土を築き 
誇り高い文化を育んできました 
わたしたちはその意思を受け継ぎ 
男女一人一人が 
互いの人権を尊重し 互いの個性や能力を認め 
共に助け合い 共に輝く社会の実現をめざして 
ここに「男女共同参画都市」となることを宣言します 
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鳴門市男女共同参画都市宣言 
悠久の時の流れの中で 同じ時代に生まれ私たちは出会いました 
助け合い 支え合い 違いを認め合い 学んで 遊んで 働いて はつらつと

生きています 
「寒いなぁ 気ぃつけよ」 
潮流に こぎ出す船を見送る鳴門海峡 
「暑いなぁ たいへんやなぁ」 
農作業の汗がしみ込む 実り豊かな鳴門の大地 
「よう来てくれたな また来（き）てよ」 
お遍路さんが行き交う おもてなしの心あふれる撫養街道 
「こけんようにな 危ないじょ」 
高齢者が子どもたちを見守り 高齢者を尊敬するまち 
女男（とも）に生きる 凜として生きる 誇り高き私たち 
ぞめきのリズムと 第九が響く ここ渦潮の都市（まち）鳴門市で 
私たちは 「男女共同参画都市」を高らかに宣言します 

 

鹿沼市男女共同参画都市宣言 
清らかな水と豊かな緑にいだかれ、わたしたちは、思いやりや人情を育んでき

ました。 
いろいろな生き方が自由に選べるようになってきた今、だれもが幸せに暮らせ

る社会を築くことがわたしたちの願いです。 
わたしたちは、性別にも世代にも人種にもとらわれることなく、対等な個人と

して互いを認め、責任を分かち 協力し合います。そして、男女の別なくあらゆ
る分野で個性と能力を発揮できる鹿沼市をつくります。 
男女が共にいきいきと輝き笑顔があふれるまちをめざし、ここに、鹿沼市が「男

女共同参画都市」となることを宣言します。 
 

松江市男女共同参画都市宣言 
雄大な日本海や中海・宍道湖、緑あふれる八雲の山々。 
私たちは、この豊かな自然の恵みをうけて、人と人との縁えにしを紡つむぎ、

歴史と文化を育んできました。 
私たち松江市民は、かけがえのないこのまちで、一人ひとりが性別にかかわり

なく、ともに支えあい、いきいきと暮らしていける明日をめざし、新たな一歩

を踏み出します。 
男女共同参画 
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それは 松江の未来をひらく誓ちかいの言葉 
私は私らしく 
あなたはあなたらしく 
個性を輝かがやかせて 生きていこう 
ちがいがあるから 助けあえる 
ちがいがあるから だからいい 
いろんな個性が集まって 松江を元気にしていこう 
男の人も 女の人も 
楽しいことも 責任も 一緒いっしょに分かちあい 
広い世界に思いをはせて 手をとりあって 歩んでいこう 
みんなが幸せに 暮らせるように 
この大好きな松江のまちが より美しくより豊かになるように 
私たちは ここに「男女共同参画都市」を宣言します 
平成 22年 10月 16日 制定 
松江市 

 

富士市男女共同参画都市宣言 
雄大な富士山のもと  
世界につながる駿河の海をのぞみ  
未来に向かって流れる富士川とともに  
さまざまな歴史と伝統を織りまぜ、発展していく富士市  
このまちで生活するわたしたちは  
心豊かに、自分らしく生きるために  
ここに「男女共同参画都市」を宣言します。  
一、女(ひと)と男(ひと)が、おたがいに認めあい、共に責任を分かちあいます。  
一、女(ひと)と男(ひと)が、家庭でも、地域でも、仕事でも協力しあい、共に明
るい未来をつくります。  
一、女(ひと)と男(ひと)が、あらゆる人と支えあい、共に生きる安全で安心なま
ちをつくります。  
一、女(ひと)と男(ひと)が、個性と能力を発揮しあい、共に夢や目標に向かって
努力します。  
平成 21年 9月 9日 富士市 

 

能代市男女共同参画都市宣言 
わたしたちは 
米代川にはぐくまれた豊かな地に 
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しっかりと根を張り 
のびやかに人生をあゆみ 
お互いの人権を尊重しあい 
責任ある対等なパートナーとして 
ともに幸せを実感できる社会の実現をめざし 
ここに"わ"のまち能代「男女共同参画都市」を宣言します 
の：能力や個性を認め合い、それを発揮できる社会をめざします。 
し：社会のあらゆる分野に主体的に参画し、一人ひとりがしっかりとつながる

ことをめざします。 
ろ：老若男女、すべての人が違いを越えて、自分らしい生き方を選択できるよ

う支え合います。 
平成 22年 11月 3日 
秋田県能代市 

 

江南市男女共同参画都市宣言 
木曽川の清流に育まれた、藤の花香る水と緑のまち江南市。 
この地に住むわたしたちは、男女が互いに尊重し、協力し 
合うとともに、健やかで安心安全に暮らせるまちを目指し、 
ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 
１．わたしたちは 男女が 互いの人権を尊重し 思いやりと感謝の心があふれる
まちをつくります 
１.わたしたちは 男女が その個性と能力を発揮し 共にいきいきと輝き 心の豊
かさを感じるまちをつくります 
１．わたしたちは 男女が 家庭 地域 職場において 共に助け合い 協力するこ
とができるまちをつくります 
平成 22年 2月 20日 
江南市 

 

島田市男女共同参画都市宣言 
みどり香る豊かなまち しまだ ここに住む私たちは、 
大井川の流れのようなちから強さ、清らかさをもって、 
一人ひとりが尊重しあい、共に高めあい、 
性別も世代も地域も関わりなく、 
恒久に平和で生きいきと暮らせるまちであるよう、 
ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 
一、互いの個性を尊重し、支えあおう 
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一、男女がともに家事・子育て、介護に協力しあおう 
一、仕事と個人や家族の生活との調和をめざそう 
2008年 8月 2日 
島田市 

 

大垣市男女共同参画都市宣言 
水と緑の豊かなまち 
歴史と文化にはぐくまれたまち 
夢と活力に輝くまち 
わたしたちは、このまちのたいせつな一人ひとりです。 
わたしたちは、このまちを誇りとし、ともに幸せを実感できる大垣市を築く 
ため、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 
一、わたしたちは、性別を越え世代を越え、一人の人間として尊重しあい、自

分らしく生き生きと輝くことができるまちをめざします。 
一、わたしたちは、一人ひとりがその個性と能力を発揮し、支えあい助けあい、

責任を分かちあいながら、社会のさまざまな分野に参画できるまちをめざしま

す。 
平成 17年 3月 18日 
大垣市  

 

男女が共に輝く都市 かかみがはら宣言 
木曽川の豊かな恵みと 美濃山地の美しい山並みに 
はぐくまれてきた都市 かかみがはら  
ここに生きるわたしたちは  
男女それぞれが自立して 社会のあらゆる分野にはばたきます 
喜びも責任も分かちあいます 
互いを尊び 共に支えあいます  
わたしたちは 豊かで活力と優しさにあふれたまちをめざして 
ここに「男女が共に輝く都市 かかみがはら」を宣言します  
平成 17年 9月 26日 
各務原市 

 

人が輝く男女共同参画都市宣言（大津市） 
今、社会のあらゆる分野における活動に男性と女性が共に参画し、喜びも責任

も分かち合う男女共同参画社会の実現が求められている。 
 男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意志によ
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って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会である。 
 女性の社会進出が進む中、男女共同参画社会の形成は、大津市がめざす「ひ

とが輝くふるさと都市大津」の実現に向け一層重要なものとなってきた。 
 わたくしたちは、社会の変化に的確に対応し、互いの人権や人格を尊重して、

男女双方の信頼と協力のもとに生き生きとした湖都づくりを進め、一人ひとり

がその担い手であることを意識し、連帯感をもって地域社会を創りあげる必要

がある。 
 ここに、すべての市民が平和で暮らしやすい２１世紀の大津を築いていくた

め、「ひとが輝く男女共同参画都市」となることを宣言する。 
平成 10年 9月 22日 

 

栗東市男女共同参画都市宣言 
 わたしたちは、 
互いに認めあい、支えあい、自分らしく、 
いきいきと生きることができる栗東市民であるために、ここに「男女共同参画

都市」を宣言します。 
1.性別による役割分担意識や制度、慣習にとらわれないまちをつくります。 
2.家庭、地域、学校、職場等で、ともに参画し、責任を分かちあうまちをつくり
ます。 
3.男女平等の理念に基づいて、子どもを育てるまちをつくります。 
4.国際社会の一員として、ともに地球環境を守るまちをつくります。 
平成 14(2002)年 3月 22日 

 

男女共同参画社会の実現に向けての｢声明｣ （宝塚市） 
 六甲、長尾両山系の緑と、市域の中央を流れる武庫川に象徴される、豊かな

自然に恵まれた美しいまち宝塚。宝塚市では、第三次総合計画において、「人間

性の尊重」を基本とした心豊かなまちづくりを進めるため、将来の都市像を「水

と緑とふれあいのまち宝塚」と定め、自然と心の豊かな緑住文化都市の想像を

目指して、様々な施策に取り組んでいます。この中において、女性関連施策に

ついても重要な課題として取り上げ､鋭意取り組みを進めているところです。 
 社会の様々な分野に女性と男性がともに参画する機会が確保され、全ての人

が個人として、自分らしく生き生きと豊かな充実した生活を送ることができる

とともに、男女がともに責任を分かち合う、男女共同参画社会の実現にむけて

のとり組みが必要です。このため、宝塚市では、総理府の｢男女共同参画宣言都
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市奨励事業｣の趣旨に賛同し、「男女共同参画宣言都市」として次の取り組みを

進めます。 
 一、男女共同参画社会実現のための教育・啓発を推進するため、学校・家庭・

地域・職場などにおいて、男女平等教育を推進します。また、「男は仕事、女は

家事・育児」といった性別による固定的な役割分担意識の解消に努めるととも

に、男女平等の観点に立った、性についての認識の浸透を図ります。 
 一、男女共同の社会参画を促進するため、政策・方針決定の場への女性の参

画を促進します。また、家庭生活・地域活動・職場生活における男女の共同参

画を推進するとともに、国際交流活動や生涯学習活動への参画を促進し、女性

の自主的活動に対する支援と連携を促進します。 
 一、女性の経済的自立の促進と労働条件の整備のため、女性の就労環境の整

備・充実を図ります。また、就労及び起業のための情報・相談事業や就業能力

開発・向上のための学習事業の充実に努めます。 
 一、女性の健康の保持増進と母性の保護のため、母子保健を充実させるとと

もに、医療・保健サービスや心身の健康のための相談機能の充実に努めます。 
 一、長い生涯をいきいきと暮らすことができるよう、高齢女性の生活安定・

福祉の充実に努めます。また、障害を持つ女性の自立と社会参加を促進すると

ともに、育児・介護の支援施策の充実に努めます。 
 一、男女共同参画社会の実現に向けて、総理府男女共同参画室をはじめとす

る国の機関、及び他の地方公共団体、企業との連携と協力に努めます。 
 一、男女共同参画社会の実現に向けて、総合的な推進を図るため、女性問題

解決のための基本的な計画を策定します。 
 また、男女平等推進委員会を設置するとともに、女性センターの運営・事業

や庁内推進体制の充実を図ります。 
 一、来年、中国の北京において開催される第四回世界女性会議をはじめとす

る世界的な動きを視野にいれ、男女共同参画社会の実現をめざします。 
平成 6年 10月 21日 
宝塚市 

 

杉並区男女共同参画都市宣言 
人は歴史を創り 人は未来を創る 
思いやりの心をもとに 
男女が 性別を超え 世代を超え 
互いに個性や能力を尊重し 
さまざまな分野に参画し 
心豊かな 明日の世代へ夢をつなげ 
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平等と平和の輪を広げるため 
杉並区は 
ここに「男女共同参画都市」を宣言します 
平成 9年 12月 1日 
杉並区 

 

豊島区男女共同参画都市宣言 
副都心の‘にぎわい’と豊かな歴史の中で、多くの芸術文化をはぐくんできた

まち。 
性別や世代、国籍の違いを越え、多様な人々が暮らし、働き、集うまち。 
わたしたちは、お互いの人権を尊重し、活力と輝きに満ちた豊島区の実現をめ

ざし、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 
女ひとと男ひと 一人ひとりがその人らしく 
性別などの違いにかかわりなく、お互いの個性を尊重し合い、自分らしく生き

たいという気持ちを大切にしていこう。 
分かち合い 助け合い 
家庭、職場、地域それぞれの場で出あう喜びや困難は、分かち合い、お互いに

助け合おう。 
ともに暮らしたい 豊島のまちで 
誰もが健康で安心して暮らしていける、そんな願いが実現できる豊島区をみん

なでつくっていこう。 
豊島区民として 地球市民として 
男女共同参画、平和、地球環境の大切さを、豊島区から世界に向けて発信して

いこう。 
平成 14年 2月 15日 
豊島区 

 

生駒市男女共同参画都市宣言 
私たちは 
男女平等を基本理念とし 
互いの人権を尊重し 
男女が共に一人の人間として自立し 
自らの意思で生き方を選択し 
社会のあらゆる分野に対等に参画し 
喜びと責任を分かち合い 
あらゆる人が心豊かに生き生きと暮らせる生駒市を築くため 
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ここに「男女共同参画都市」を宣言します 
（平成 19年度に宣言実施） 

 

男女共同参画都市とっとり宣言 
 わたしたちは、美しい鳥取砂丘をはじめ山と海、清らかな水と緑に恵まれ、

豊かな自然のなかで歴史と文化を育んできました。 
 そしていま、「人が輝き まちがきらめく 快適・環境都市 鳥取」の新たな

歩みを始めるにあたり、すべての人びとの人権尊重と男女平等を基本理念に、

市民と行政が協働して「男女共同参画都市」とすることを高らかに宣言します。 
１ ひとりひとりの違いを認め合い、魅力ある個性と能力を発揮し、自分らし

く生きられる豊かなまちをつくります。そこに男女共同参画の夢が広がります。 
１ さまざまな立場にあるだれもが対等な構成員として、差別なくあらゆる分

野に参画し、協働するまちをつくります。そこに男女共同参画の希望がうまれ

ます。 
１ 多様な人びとが受け入れ合い、つながりあって共生する社会をめざし、優

しさと潤いのあるまちをつくります。そこに男女共同参画の未来がひらけます。 
１ 家庭や職場、地域などにおいて、性別による不平等な意識と慣習・制度を

なくし、みんなが支え合い協力するまちをつくります。ここに男女共同参画の

社会が育まれます。 
１ 子どもも大人も、だれもが健康で安心して暮らせる平和・人権・福祉・環

境を大切にしたまちをつくります。そして、わたしたちは、ここ鳥取から男女

共同参画のまちづくりを発信します。 
平成 16年 10月 7日 
鳥取市 

 

倉敷市男女共同参画都市宣言 
男女は人として平等であり 
性別にとらわれず個人として尊重されなければなりません 
私たちは 
あらゆる活動の場にともに参画し 
一人の人間として個性と能力をいかし 
だれもが心豊かに暮らせる倉敷市をめざし 
ここに「男女共同参画宣言都市」となることを宣言します 
平成 12年 10月 21日 
倉敷市 


