
男女共同参画社会とは、誰もがそれぞれの違いや多様な生き方を尊
重し、個性と能力を十分に発揮できる社会です。
男女共同参画社会を実現することで、豊かでいきいきと暮らせるま
ちとなります。
市民の皆さん、事業者の皆さん、市が一緒になってこれを次世代に
つなげていかなければなりません。
戸田市では男女共同参画を推進するために、基本的な考え方を定め
た戸田市男女共同参画推進条例を制定しました。

戸田市

パートナーシップで男女共同参画をめざすまち とだ

戸田市男女共同参画推進条例

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成 25年度）
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賛成 どちらかといえば賛成
どちらかといえば反対 反対
どちらともいえない・わからない 無回答

近年、社会情勢の変化により、女性の社会進出が進み、様々な分野で活躍する女性が増えてき
ました。しかし、男女の役割分担を固定的にとらえる人々の意識は、今なお社会に根強く残って
いる状況にあります。
今まで「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担に賛成する割合が低下傾向でし
たが、国で実施した調査（「男女共同参画社会に関する世論調査」平成 24 年 10 月）では、賛成
する割合が増加しています。
平成 25 年（2013 年）に本市で実施した市民意識調査でも固定的な性別役割分担に賛成する
割合は、増加傾向にあり、また県よりも本市において高くなっています。このことから、依然と
してこのような男女の役割を固定的に考える人が多くいることがわかり、啓発活動がうまく浸透
していない現状があります。
今後、本市において更なる男女共同参画社会の実現を目指し、あらゆる媒体や機会を通じてわ
かりやすい啓発活動を進めていく必要があります。

やさしいまちに、なりたい。

発行：戸田市役所協働推進課　
〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 TEL048-441-1800（428） FAX048-433-2200  E-Mail：community@city.toda.saitama.jp

男女共同参画推進は進んでいるの？

○性別家事分担に対する意識

○職場における女性の割合

0

50

100

10.0.0.0.0.0.0 2

6.6.6.6.6.6.6. 8

353535353535355.5.5.5.5.5.5 8

262626626262626.6.6.6.6.6.6. 5

11. 9

18.8.8.8.8.8.8. 3

11. 7

16.6.6.6.6.6.6. 0

29292992929292 .9.9.9.9.9.9 0

303030030300303 .0.0.0.0.0.0 9

0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

男女の役割分担に関する意識（男は仕事、女は家庭）

グラフサンプル

グラフサンプル



【第４条～６条】市・市民・事業者の責務

【第７条】禁止事項

1）人権の尊重
性別、性的思考、性自認による
差別的な取扱いや暴力を受ける
ことがないよう、誰もが個人と
しての人権を尊重しましょう。

2）多様な生き方の選択
性別による固定的な役割分担の
意識にとらわれず、誰もが自ら
の意思と責任で多様な生き方を
選択できるようにしましょう。

3）社会のあらゆる分野
での男女共同参画

性別、性的指向、性自認に関わ
りなく、市の施策、会社や団体
などの方針の立案や決定の場に
誰もが参画できるようにしま
しょう。

4）あらゆる教育の場に
おける意識の啓発

学校教育、生涯学習をはじめ、
あらゆる教育の場において、男
女共同参画の意識啓発に取り組
みましょう。

5）ワーク・ライフ・バランス
家族が互いの協力と社会の支援
のもと、子どもの養育、家族の
介護など、家庭生活と職場や地
域における活動において調和し、
支え合っていきましょう。

7）国際社会との協調
国際社会や国内の取組を積極的
に理解しながら、男女共同参画
を推進しましょう。

6）リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ

性に関する理解を深め、妊娠、
出産など女性の生涯にわたる性
と生殖に関する健康と権利を尊
重しましょう。

男女共同参画推進条例【第 3条】７つの基本理念

市の役割
基本理念に基づき、男女共同
参画を推進する施策を総合的
かつ計画的に実施していきま
す。そのために必要な体制を
整備するなど必要な措置に取
り組みます。

性に関する人権侵害を禁止します
誰もが、配偶者等への暴力、セクシュアル・ハラスメント、性別、
性的指向、性自認による差別的な取扱いをはじめ、性に関す
る人権侵害を行ってはいけません。

情報発信する際の表現に留意しましょう
誰もが、情報を発信する際には、性に関する人権侵害や、性別による固
定的な役割分担の意識を助長したり、是認させるような表現を用いない
ようにしましょう。

【第 21 条】苦情申立て
男女共同参画に関する市の施策について苦情を申し立てることができま
す。苦情の申立てがあったときは、必要に応じて戸田市男女共同参画推
進委員会の意見を聴いて、処理します。

事業者の役割
男女共同参画について理解を深め、
誰もが家庭生活と職場や地域にお
ける活動の調和のとれた生活を営
むことができるよう、事業活動の
中で男女共同参画に取り組みまし
ょう。

市民の役割
男女共同参画について理解
を深め、家庭、学校、職場、
地域など社会のあらゆる分
野で男女共同参画に取り組
みましょう。



●男女共同参画計画の策定
・男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的
な計画を策定し、毎年１回その実施状況を公表します。

・計画の策定に当たり、戸田市男女共同参画推進委員会の意見を聴きます。

●調査研究
男女共同参画の推進に必要な調査研究、情報の収集に努めます。

●広報や啓発
市民や事業者が男女共同参画の理解が深まるよう、広報や啓発を
行います。

●教育に対する支援
男女共同参画の意識啓発に向けた取組が行われるよう、学校教育、生涯学習
をはじめ、あらゆる教育に携わる者を支援します。

●ワーク・ライフ・バランス
子の養育、家族の介護など、家庭生活と職場や地域に
おける活動の調和のとれた生活をおくりながら、
多様な生き方を選択し、実現できるよう努めます。

●災害等対応への配慮
災害等への対応（災害等の発生に備える対策を含みます。）において、性別
による視点に配慮するよう努めます。

●積極的改善措置
社会のあらゆる分野での男女共同参画の機会に不均衡が生じると認めると
きは、積極的改善措置を講じるよう努めます。

●拠点の整備
市民や事業者が取り組む男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、
拠点の整備に努めます。

戸田市

パートナーシップで男女共同参画をめざすまち とだ

戸田市男女共同参画推進条例

やさしいまちに、なりたい。

■発行：戸田市役所協働推進課　〒335-8588　戸田市上戸田1-18-1　
TEL048-441-1800（428）　FAX048-433-2200　E-Mail：community@city.toda.saitama.jp

男女共同参画推進に向けた市の取り組み

男女共同参画の推進に必要な調査研究、情報の収集に努めます。

市民や事業者が男女共同参画の理解が深まるよう、広報や啓発を

「男女共同参画推進条例検討市民会議」で、市民の方たちと、男女共同参画について一緒に考え、意見を出し合い、男女共同参画

推進条例（案）を作成しました。この条例案について、市民の皆さんから幅広くご意見を募集します。

☆戸田市男女共同参画推進条例（案）　パブリック・コメント
）824線内（

課進推働協】
課当担【    ）

木（日03月６
～）水（日１月

６年82成平】
間期集募【

やさしいまちに、なりたい。
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男女共同参画情報紙

男女共同参画には、守りたいものがあります戸田市男女共同参画推進条例
平成28年10月１日施行（予定）

安　定
戸田市で学び・働き・暮らしている全ての個人が、のびのびと力を発揮できるような男女共同参画の実現を推進する

生きがい
性別による人権侵害をなくし、多様な生き方を選択でき、調和のとれた生活を営むことができる社会にする

信　頼
誰もが個人として尊重され、あらゆる教育の場において、男女共同参画社会を支える意識を向上させていく

安　心
市・市民・事業者の責務を明確にし、それぞれの立場で責任を持ち、役割を果たす

『条例施行後に期待する事』●若い世代、子どもがたくさんいる戸田市ならではの、その子ども達への教育に力を入れていくことが、どこの市にもない

戸田市の男女共同参画の推進になると思う。
●今、戸田市がやっているサポート体制や支援制度が、本当に必要な人が支援されている体制になっているのかを、今一度

見直しをする必要もあると思う。

男女共同参画週間 啓発パネル展示　平成28年６月22日（水）～６月30日（木）

男女共同参画週間（6月23日～6月29日）に合わせて、男女共同参画に関するパネル展示と、

「戸田市男女共同参画推進条例（案）」の紹介を行います。 　　　

【展示内容・会場】　男女共同参画社会基本法（市役所2階ロビー）

　　　　　　　　　チャレンジした女性たち（上戸田地域交流センター（あいパル））

男女共同参画推進条例（案）を読んで～編集協力員の感想・意見～

● 施行後にどのような取組が行われ、実際に
どう変わったのか検討していきたい。
また、新たな問題点などにも注目したい。● 次世代の人々がより暮らしやすい環境を
つくっていけるとよいと思う。

● 前時代的な男女観、性差による偏見などは
受け継がれるべきではない。

市民の皆さんのご意見もお待ちしています。

ビリーちゃん戸田市の男女共同参画イメージキャラクター

リブちゃん

●「男女」という括りは時代にそぐわなくなって
きていると感じるので、表記表現に限らず、
しっかりと理解を深めていきたい。● 教育の場での取組を重視している点に共感した。



主な条文の中身を見てみよう！

●性に関する人権侵害を禁止します
誰もが、配偶者等への暴力、セクシュアル・ハラスメント、性別、性的指向、性自認
による差別的な取扱いをはじめ、性に関する人権侵害を行ってはいけません。

男女共同参画に関する市の施策について苦情を申し立てることができます。
苦情の申立てがあったときは、必要に応じて戸田市男女共同参画推進委員会
の意見を聴いて、処理します。

●情報発信する際の表現に留意しましょう
誰もが、情報を発信する際には、性に関する人権侵害や、性別による固定的な役割分担の意識を
助長したり、是認させるような表現を用いないようにしましょう。

「戸田市男女共同参画推進条例を活かそう」
男女共同参画社会とは、誰もがそれぞれの違いや多様な生き方を尊重し、個性と能力
を十分に発揮できる社会です。
男女共同参画社会を実現することで、豊かでいきいきと暮らせるまちとなります。
市民の皆さん、事業者の皆さん、市が一緒になってこれを次世代につなげていかなけ
ればなりません。
戸田市では男女共同参画を推進するために、基本的な考え方を定めた戸田市男女共同
参画推進条例を制定しました。

基本理念を基に、市民の皆さん、事業者の皆さん、市、それぞれが連携協力しあい、
男女共同参画社会の推進に向けて果たすべき役割について定められた条文です。

男女共同参画推進条例【第 3 条】７つの基本理念
●人権の尊重
性別、性的思考、性自認による差別的な取扱いや暴力を受けることがないよう、誰もが個人とし
ての人権を尊重しましょう。

●多様な生き方の選択
性別による固定的な役割分担の意識にとらわれず、誰もが自らの意思と責任で多様な生き方を選
択できるようにしましょう。

●社会のあらゆる分野での男女共同参画
性別、性的指向、性自認に関わりなく、市の施策、会社や団体などの方針の立案や決定の場に誰
もが参画できるようにしましょう。

●あらゆる教育の場における意識の啓発
学校教育、生涯学習をはじめ、あらゆる教育の場において、男女共同参画の意識啓発に取り組み
ましょう。

●ワーク・ライフ・バランス
家族が互いの協力と社会の支援のもと、子どもの養育、家族の介護など、家庭生活と職場や地域
における活動において調和し、支え合っていきましょう。

●リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
性に関する理解を深め、妊娠、出産など女性の生涯にわたる性と
生殖に関する健康と権利を尊重しましょう。

●国際社会との協調
国際社会や国内の取組を積極的に理解しながら、男女共同参画を推進しましょう。

基本理念に基づき、男女共
同参画を推進する施策を総
合的かつ計画的に実施して
いきます。そのために必要
な体制を整備するなど必要
な措置に取り組みます。

連携
と
協力

市の役割

事業者の役割

男女共同参画について理
解を深め、誰もが家庭生
活と職場や地域における
活動の調和のとれた生活
を営むことができるよう、
事業活動の中で男女共同
参画に取り組みましょう。

市民の役割

男女共同参画について理
解を深め、家庭、学校、
職場、地域など社会のあ
らゆる分野で男女共同参
画に取り組みましょう。

【第４条～６条】市・市民・事業者の責務

【第７条】禁止事項

【第21条】苦情申し立て



男女共同参画社会とは、誰もがそれぞれの違いや多様な生き方を尊
重し、個性と能力を十分に発揮できる社会です。
男女共同参画社会を実現することで、豊かでいきいきと暮らせるま
ちとなります。
市民の皆さん、事業者の皆さん、市が一緒になってこれを次世代に
つなげていかなければなりません。
戸田市では男女共同参画を推進するために、基本的な考え方を定め
た戸田市男女共同参画推進条例を制定しました。

●男女共同参画計画の策定
・男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため
の基本的な計画を策定し、毎年１回その実施状況を公表します。

・計画の策定に当たり、戸田市男女共同参画推進委員会の意見を
聴きます。

●調査研究
男女共同参画の推進に必要な調査研究、情報の収集に努めます。

●広報や啓発
市民や事業者が男女共同参画の理解が深まるよう、広報や啓発を
行います。

●教育に対する支援
男女共同参画の意識啓発に向けた取組が行われるよう、学校教育、
生涯学習をはじめ、あらゆる教育に携わる者を支援します。

●ワーク・ライフ・バランス
子の養育、家族の介護など、家庭生活と職場や地域における活動
の調和のとれた生活をおくりながら、多様な生き方を選択し、実
現できるよう努めます。

●災害等対応への配慮
災害等への対応（災害等の発生に備える対策を含みます。）にお
いて、性別による視点に配慮するよう努めます。

●積極的改善措置
社会のあらゆる分野での男女共同参画の機会に不均衡が生じると
認めるときは、積極的改善措置を講じるよう努めます。

●拠点の整備
市民や事業者が取り組む男女共同参画の推進に関する活動を支援
するため、拠点の整備に努めます。

戸田市

パートナーシップで男女共同参画をめざすまち とだ

戸田市男女共同参画推進条例

やさしいまちに、なりたい。

■発行：戸田市役所協働推進課　〒335-8588　戸田市上戸田1-18-1　
TEL048-441-1800（428）　FAX048-433-2200　E-Mail：community@city.toda.saitama.jp



連携・協力

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

イラスト

基本理念に基づき、男
女共同参画を推進する
施策を総合的かつ計画
的に実施していきます。
そのために必要な体制
を整備するなど必要な
措置に取り組みます。

男女共同参画について
理解を深め、家庭、学
校、職場、地域など社
会のあらゆる分野で男
女共同参画に取り組み
ましょう。

男女共同参画について理解
を深め、誰もが家庭生活と
職場や地域における活動の
調和のとれた生活を営むこ
とができるよう、事業活動
の中で男女共同参画に取り
組みましょう。

戸田市男女共同参画推進条例
基本理念

第４～６条　市・市民・事業者の責務

第７条　禁止事項

「人権の尊重」
性別、性的思考、性自認による差別
的な取扱いや暴力を受けることがな
いよう、誰もが個人としての人権を
尊重しましょう。

「社会のあらゆる分野での男女共同参画」
性別、性的指向、性自認に関わりなく、市の施策、会
社や団体などの方針の立案や決定の場に誰もが参画で
きるようにしましょう。

「あらゆる教育の場における意識の啓発」
学校教育、生涯学習をはじめ、あらゆる教育の場にお
いて、男女共同参画の意識啓発に取り組みましょう。

「多様な生き方の選択」
性別による固定的な役割分担の意識にとら
われず、誰もが自らの意思と責任で多様な
生き方を選択できるようにしましょう。

「ワーク・ライフ・バランス」
家族が互いの協力と社会の支援のも
と、子どもの養育、家族の介護など、
家庭生活と職場や地域における活動に
おいて調和し、支え合っていきましょう。「国際社会との協調」

国際社会や国内の取組を積
極的に理解しながら、男女
共同参画を推進しましょう。

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」
性に関する理解を深め、妊娠、出産など女性の生
涯にわたる性と生殖に関する健康と権利を尊重し
ましょう。

知ってほしい！

条例の『なかみ』

市

市民 事業者

「性に関する人権侵害を禁止します」
誰もが、配偶者等への暴力、セクシュアル・ハラスメント、性別、性的指向、
性自認による差別的な取扱いをはじめ、性に関する人権侵害を行ってはいけ
ません。

「情報発信する際の表現に留意しましょう」
誰もが、情報を発信する際には、性に関する人権侵害や、性別による固定的
な役割分担の意識を助長したり、是認させるような表現を用いないようにし
ましょう。

イラスト
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