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資料：男女共同参画に関する戸田市職員意識調査（平成 25 年度）

目標Ⅵ 推進体制の整備

16 庁内の男女平等の推進

＝現状と課題＝

男女共同参画を進める上で行政の果たす役割は大きく、すべての職員が男女共同参画社会の形

成をめざすという共通認識をもつことが必要です。各行政施策を推進する職員一人ひとりが男女

共同参画の必要性を認識し、率先して市民のモデルになっていくことが求められているため、職

員への意識啓発を積極的に進めていく必要があります。

今後、市の施策を男女双方の視点から推進していくため、積極的格差是正措置（ポジティブ・

アクション）を講じるなど、庁内における男女平等を推進していく必要があります。
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仕事と子育て・介護を両立するための

環境が整っていないから

出産や育児・介護などで休んだことが女性

職員の昇進に影響を与えているから

職場の男女平等についての理解が

不足しているから

女性は男性よりも上司や周囲、外部からの

期待や信頼度が低いから

女性は決断力や指導力に乏しいので

管理職に向いていないから

自ら管理職をめざす、意欲・能力のある

女性職員が少ないから

その他

管理職に女性職員が少ない理由

女性(n=230)

男性(n=505)

目標Ⅵ 推進体制の整備
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＝目 標 値＝

＝具体的な取り組み＝

（36）職員の男女共同参画の意識づくり

すべての職員が男女共同参画社会の形成をめざすという共通認識をもって職務に当たれるよ

う、男女共同参画に関する意識づくりを行います。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

52
職員の男女共同参画

の意識づくりの推進

市のすべての職員に対して、男女共同参画に関す

る研修等を行い、男女共同参画の意識づくりを推

進します。

【具体的な事業】

○庁内報（既存の情報紙等も含む）による啓発

○職員男女共同参画研修会の実施

○職員研修カリキュラムへの導入の検討

○職場のセクシュアル・ハラスメントの防止

男女共同参画

センター

人事課

関係各課

拡充

（37）女性職員の登用促進と職域拡大

本市における男女共同参画を推進する際の手本となるよう、市役所における女性の積極的な

登用等を進めます。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

53

女性職員の管理職等

への登用促進と職域

の拡大

女性職員を庁内のあらゆる部署において登用する

など、女性職員の意欲と能力を活かすことができ

る環境づくりを推進します。

【具体的な事業】

○女性職員の管理職等への登用の促進

○女性職員の多様な職域への配置と能力開発

○女性職員の各種研修機関等への派遣の促進

○女性職員研修会の実施

人事課

関係各課
拡充

○ 役付職員に占める女性の割合を高めます。

（当初）20.2% ⇒ （中間）22.9％ （最終目標）35.0%

〇 男性職員の育児休暇制度取得人数を増やします。

（当初） 1 人 ⇒ （中間） 3 人 （最終目標）10 人

■全庁的に男女共同参画の職場づくりを今まで以上に進めましょう。

■事業等を実施する時は、男女共同参画の意識をもって、企画・実施しましょう。

職員一人ひとりの取り組みは……
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資料：男女共同参画に関する戸田市職員意識調査（平成 25 年度）

17 庁内の推進体制の確立

＝現状と課題＝

男女共同参画に関する施策を着実に推進し、本計画を実効性のあるものにしていくためには、

その基盤となる推進体制と、進捗状況の適正な点検・評価体制が重要です。

今後も、年度ごとに計画の評価を実施し、進捗状況の把握を行うとともに、「戸田市男女共同参

画庁内検討会議」を中心に、計画の着実な推進を図ります。

また、本市における男女共同参画社会の形成を促すため、（仮称）男女共同参画推進条例の制定

について検討していく必要があります。
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事業等を企画・立案する

事業などの対象者を男女別に把握する

職務遂行する上で配慮していること

女性(n=230)

男性(n=505)
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資料：男女共同参画に関する戸田市職員意識調査（平成 25 年度）

＝目 標 値＝

＝具体的な取り組み＝

（38）庁内の推進組織の充実

庁内の組織である「戸田市男女共同参画庁内検討会議」を中心に、本計画の着実な推進を図

ります。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

54
庁内の推進体制の充

実

全庁的に男女共同参画を推進するため、庁内の組

織の強化を図ります。

【具体的な事業】

○戸田市男女共同参画庁内検討会議による計画

の推進

○計画推進担当課所の充実

○（仮称）庁内男女共同参画推進員の設置検討

男女共同参画

センター
拡充
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男女平等教育や男女共同参画の意識の啓発

DV、セクハラ、女性の再就職等の相談

男性の生活能力、女性の職業能力向上支援

男女共同参画を推進する制度の構築

戸田市の取り組みの充足度

女性(n=230)

男性(n=505)

○ 計画の進捗状況を毎年ホームページ等で公表します。

（当初）0 回 ⇒ （中間）1 回 （最終目標）１回
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■全庁的に男女共同参画を推進するため、職員一人ひとりが男女共同参画の意識を

もちましょう。

■各課所における男女共同参画を推進し、男女共同参画関連事業を増やしましょう。

（39）計画の進行管理の実施

計画の着実な推進に向けて、市民・行政の取り組みの両方から計画の進捗状況に関する評価

を行います。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

55
計画の進行管理体制

の充実

計画の進捗状況について、市民・行政の両面から

調査を実施し、計画の進行管理を行います。

【具体的な事業】

○定期的な市民意識調査の実施

○関連事業の進捗状況調査の実施

○関連事業評価システムの研究（目標の指数化

等）

○男女共同参画関連予算説明の実施

男女共同参画

センター
拡充

（40）（仮称）男女共同参画推進条例の検討

本市の男女共同参画をさらに推進していくため、（仮称）男女共同参画推進条例の制定に向け

て、検討を行います。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

56

（仮称）男女共同参

画推進条例の制定に

向けた検討

市として男女共同参画推進条例の制定を目指し

て、検討を進めます。

【具体的な事業】

○（仮称）男女共同参画推進条例の検討

男女共同参画

センター
拡充

職員一人ひとりの取り組みは……
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18 市民参画による計画推進

＝現状と課題＝

男女共同参画社会を形成するためには、男女を取り巻く社会的背景を認識した上で、あらゆる

分野での取り組みを展開することが重要であり、市が直接行う施策だけでなく、市民一人ひとり

や、事業所、団体、グループ、ＮＰＯ21等がそれぞれの立場でその目的を理解し、主体的な取り

組みを展開することが期待されます。

そのためには、市民、事業所、団体、グループ、ＮＰＯ等と行政との連携を密にし、お互いの

役割を果たしながら、対等なパートナーとして、連携と協働の関係をつくっていくことが必要と

なります。

また、計画を着実に推進するためには、庁内の推進体制に加えて、市民による進捗状況の確認

が必要となります。そのため、市民で構成されている「戸田市男女共同参画推進会議」を開催し、

計画の進捗に関する市民の幅広い意見の反映に努めます。

＝目 標 値＝

＝具体的な取り組み＝

（41）市民の推進組織の充実

「戸田市男女共同参画推進会議」を中心に、計画の推進に向けて市民の幅広い意見の反映に

努めます。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

57
市民参加の計画の推

進体制の充実

市民の視点から計画の進捗状況の確認を行いま

す。

【具体的な事業】

○戸田市男女共同参画推進会議の開催

○戸田市男女共同参画センター運営委員会の開

催

男女共同参画

センター
拡充

21 ＮＰＯ
Non-Profit-Organization（非営利組織）の略称です。非営利の市民団体組織のことで、ボランティア活動などの社会貢献

活動を行う営利を目的としない団体の総称です。

○ 男女共同参画センターにおける市民ボランティアの参加人数を増やします。

（当初） 16 人 ⇒ （中間）13 人 （最終目標）50 人
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（42）計画推進に関する市民ボランティアの活用

男女共同参画の推進に向けて、市民ボランティア等と行政が連携を図りながら、本計画を推

進していきます。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

58
計画推進に関する市

民参画の促進

計画推進に関する市の事業を市民ボランティア等

の参画を得ながら確実に推進します。

【具体的な事業】

○男女共同参画情報紙「つばさ」編集協力への

参加促進

○とだ共同参画フォーラムの企画運営への参加

促進

○男女共同参画市民企画講座の企画運営への参

加促進

○施設ボランティア活用方法に関しての検討

男女共同参画

センター
拡充

■市民参加から市民参画へ、市からの情報に目を向け、次のステップにつなげましょう。

■多くの人とふれあい、ネットワークの輪を広げましょう。

市民一人ひとりの取り組みは……
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19 国・県等との連携

＝現状と課題＝

男女共同参画を進めるための施策は多岐にわたり、市単独での対応が不可能なことも多くあり

ます。

国・県の制度によるべき施策等には、要望を行っていくことが必要です。さらに、広域的な取

り組みが必要な問題については、関連自治体との連携のもと対応が求められます。

また、男女共同参画に関する施策の一層の推進を図るため、国・県の計画や方針については、

積極的な情報収集に努め、整合性に配慮しながら市施策へ反映させることが必要です。

＝目 標 値＝

＝具体的な取り組み＝

（43）国・県等との連携

計画の推進にあたり、国・県等関係機関との連携を図るとともに、本市からの要望等の情報

発信を積極的に行います。

No 施策の方向 施策の内容 担当課所 区分

59
国・県等関係機関と

の連携

計画の推進にあたり、国や県等の関連機関等との

連携を強化します。

【具体的な事業】

○国・県の施策の市への反映

○国・県への要望

男女共同参画

センター
拡充

○ 国や県の男女共同参画に関する情報を積極的に収集し、市民に周知します。

■国や県などの情報に関心をもちましょう。

市民一人ひとりの取り組みは……


