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計画の内容について

第4章
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(１)暴力を許さない意識の醸成 
(２)被害者への支援体制の充実
(３)DVに関連するストーカー、児童虐待等に対する
　支援の充実

戸田市DV防止基本計画

施策の
方向

施策１． 身近な人からの暴力被害の根絶

(４)人権尊重に関する意識の醸成 
(５)性的マイノリティへの理解の促進
(６)男女共同参画の啓発・意識改革
(７)国際理解の推進による啓発・意識改革
(８)メディアにおける人権の尊重

施策の
方向

施策２． 男女共同参画及び多様な性に関する意識啓発

(９)学校や家庭での教育の充実
(10)生涯学習の充実

施策の
方向

施策３． 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

計画の内容について第4章

■第４章では、計画の内容として、「施策の方向」に沿って、計画の期間中に取り組む内容を
示しています。推進項目をわかりやすくするために、「◇」として具体的な事業を挙げました。
■施策の内容欄の【新規】は、この計画から新たに掲載する事業を表しています。また、【再掲】
はこの計画内に２度以上出てくる事業に用いています。
■担当課所欄は、各取り組みにおいて中心的な役割を担う課所を掲載しています。また、掲
載順は協働推進課、あいパル、その他の課所（組織順）で掲載しています。施設名の後ろに
記載している課名は、施設を管理している所管課を示しています。
■この章では、男女共同参画の推進拠点である「上戸田地域交流センター」を愛称の「あいパ
ル」と表記します。

お互いの人権を大切にできるまちⅠ目 標
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♦図20　パートナー間や恋人同士の間の暴力

女性(n=642)

男性(n=473) 

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）
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配偶者（パートナー）からDVを受けたことがある

恋人からDVを受けたことがある
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恋人にDVをしたことがある

身近で見聞きしたことがある

12.8 

6.7

2.7

1.6 

38.6 
28.7 

3.4 

1.4 

7.0 
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平成 13（2001）年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止
法）」が施行されてから、配偶者やパートナーからの暴力は、被害者の心身を傷つけるばかり
でなく、生活や人生、周囲の人間関係にまで影響を及ぼす、重大な人権侵害であるというこ
とが広く知られてきました。
平成 26（2014）年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を
改正する法律（改正DV防止法）」が施行となり、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力
及びその被害者についても法律の適用対象とされました。
市民意識調査によると、配偶者（パートナー）からDVを受けたことがある女性は１割以上
おり、また、身近で見聞きしたことがあるという人も相当数いることから、ＤＶは身近で頻繁
に起こっている犯罪であるといえます。さらに、ＤＶ被害がある場合には、子どもも暴力や不
適切な養育などの被害を受けていることが多く、児童虐待への早急な対応が迫られることが
少なくありません。

身近な人からの暴力被害の根絶施策１

現状と課題
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◆図21　市の事業である『ＤＶ相談』の認知度

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）
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全体 (n=1,124)

男性 (n=473)

女性 (n=642)

20 歳未満 (n=103)

20 ～ 29 歳 (n=117)

30 ～ 39 歳 (n=114)

40 ～ 49 歳 (n=141)

50 ～ 59 歳 (n=173)

60 ～ 69 歳 (n=221)

70 歳以上 (n=247)

性
　
別

年
　
齢
　
別

また、ＤＶ被害者への支援については、まずは相談窓口が入口といえますが、市で行っ
ているDV相談を知っている人の割合は14.9％で、認知度は低い状況にあります。特に、
若い世代における認知度は大変低いといわざるをえません。まずは、各種相談窓口の
周知・啓発を最重要課題として、男性や若い世代も含めて広く認識されるような取り
組みを推進していく必要があります。
この計画では、ＤＶ防止基本計画を一体的に策定し、あわせて「戸田市犯罪被害者等
支援条例」に基づいてＤＶ被害者等への支援を行うとともに、暴力を許さない社会意
識の醸成に向けた取り組みを積極的に推進していきます。
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17　デートＤＶ ……… 家庭内ではなく、交際中のカップルの間で起こる暴力のこと。中・高校生や大学生も当事者になる可能性があります。

市内中学校の数を目
標値に設定

異性の尊重について
教育を行った中学校
の数

『市民意識調査』にお
いて、市の事業の認
知度で「DV相談」を
選択した人の割合

第四次計画の中間か
ら最終までの年間の
増加量（1.42％）から
算出
※小数点第1位で繰り上げ

2
（2017年度）

市内の全中学校で異性の尊重につ
いて学ぶ機会をつくります。

ＤＶ相談を知っている人の割合を
増やします。

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

校
全6

（2027年度）

校

14.9
（2017年度）

％

30.0
（2027年度）

％

ＤＶの防止に向けて、講座の開催や情報
提供を行い、ＤＶに関する広報・啓発活動
を充実します。
【具体的な事業】
◇各種啓発資料・イベント等による暴力防
止の啓発及び情報提供
◇講演会・講座の開催による啓発

ＤＶ防止のための広報・
啓発活動の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

1
協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

新規

（１）暴力を許さない意識の醸成
ＤＶの防止に向けて、啓発資料、講演会、イベント等の様々な方法による広報・啓発活動
を推進します。また、若い世代への啓発として、デートDV17 の防止について伝える取り組み
を行います。

指　標

施策の方向
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18　ワンストップ対応…複数の場所や担当に分散していた窓口を一元化することによって、複雑な手続きを簡素にすることをいいます。
19　二次被害 ……………被害者が、周囲から思い込みや偏見に基づく配慮のない言動をとられて傷ついたり、個人情報の漏えいなどから転居を余儀なくされたり経済的困

窮に陥る等の不利益を被ったりするなど、直接的被害の後から派生する様々な支障のことをいいます。また、支援機関が複数に分かれていると、
被害者が被害経験を何度も話させられて精神的苦痛を感じるなどの弊害が想定されます。

20　ストーカー …………恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みなどの感情を充足する目的で、同一の者に対してつきまとい行為や名誉を棄損する行為等を繰り
返し行う者を指します。平成12（2000）年に「ストーカー行為等の規制に関する法律」が施行となり、その後も何度か法改正して罰則の引上げ
等を行っていますが、時に殺人等の深刻な被害につながってしまうこともあります。

ＤＶに関連して発生するストーカーや児童
虐待等を防止するため、啓発を行うとと
もに、関係機関との連携を強化します。
【具体的な事業】
◇啓発紙の発行（既存の情報紙利用も含む）
◇児童虐待の早期発見
◇講座等の開催　
◇警察など関係機関との連携
◇「戸田市犯罪被害者等支援庁内連絡会議」
（ＤＶ対策の庁内連絡機能を含む）の運営【新規】【再掲】

ＤＶに関連するストーカー・
児童虐待防止等の推進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

5

ＤＶに関する相談体制の充実及び相談窓
口の周知を図ります。
【具体的な事業】
◇ＤＶ相談の実施及び周知（男性被害者
を含む）
◇ＤＶ被害者の児童に対する支援（こども
家庭相談センターによる相談）

被害者が自立できるよう、様々な支援体
制を提供します。
【具体的な事業】
◇被害者支援のための情報収集と提供
◇専門職員（ボランティアを含む）の育成
◇関係機関との連携による被害者保護
◇被害者の自立支援事業
◇子どもに対する支援の充実

本市において一体的にＤＶ被害者に対す
る支援を行うため、庁内外を問わず関係
機関におけるネットワークの構築を行い
ます。
【具体的な事業】
◇「戸田市犯罪被害者等支援庁内連絡会
議」（ＤＶ対策の庁内連絡機能を含む）
の運営【新規】

◇ワンストップ対応18による二次被害19の
防止【新規】
◇庁内外の関係機関との連携

ＤＶに関する相談の充実

被害者の自立等に関する
支援体制の充実

関係機関とのネットワークの構築

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

2

3

4

協働推進課
防犯くらし交通課
福祉保健センター
こども家庭課

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
福祉保健センター
こども家庭課

協働推進課
生活支援課
福祉保健センター
こども家庭課
まちづくり推進課

協働推進課
防犯くらし交通課

（２）被害者への支援体制の充実
ＤＶ被害者等への支援のために、ＤＶ相談の窓口の周知、相談体制の充実、被害者の自立に
向けた支援体制の充実を図ります。また、ＤＶ被害防止と被害者支援をより実効的なものにす
るために、庁内各課及び各関係機関で連携した支援体制を構築します。

（３）ＤＶに関連するストーカー20、児童虐待等に対する支援の充実
DVから派生することが多いストーカーや児童虐待等の防止に向けて、正しい知識の提供を
行うとともに、関係機関と連携して被害の防止及び被害者への支援を推進します。
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21　性的マイノリティ… 同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、または性同一性障がいの人など、性的指向や性自認において少数
者である人々のことをいいます。

♦図23　『LGBT』という用語の認知度

おおよその内容まで知っている　　聞いたことがある　　知らない　　無回答

0 20 40 60 80 100（％）

ＬＧＢＴ
（主な性的少数者を表す言葉）

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

♦図22　「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
 という考え方について

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

全体 (n=1,124)

男性 (n=473)

女性 (n=642)

0 20 40 60 80 100

賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 
反対 どちらともいえない・わからない 無回答

2.0 

3.2

1.2

15.1 26.4 

22.9 15.7
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資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

18.0 23.4 55.9 2.8

19.1 

16.1

31.1 

28.3

21.7 33.3

近年、様々な分野で活躍する女性が増えてきていますが、人々の意識においては、男女の
役割分担を固定的にとらえる考え方が根強く残っています。
市民意識調査の結果によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方に
反対の意見を持つ人の割
合は 34.2％で、平成 25
（2013）年度に実施した調
査結果の 29.5％よりは増
えています。しかし、目
標とする 50.0％を大きく
下回っています。
こうした状況を踏まえ
て、固定的な性別役割分
担意識の解消に向けて、
引き続きあらゆる媒体や
機会を通じて、啓発活動
を積極的に推進していく必要があります。
また、ＬＧＢＴなど性的マイノリティ 21 の人々は、周囲の偏見や理解不足、社会における習
慣や制度等における不備などから、様々な困難に直面することが少なくありません。

男女共同参画及び多様な性に関する意識啓発施策 2

現状と課題
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『市民意識調査』にお
いて、「夫は外で働き、
妻は家庭を守るべき
である」という考え
方に対し、「どちらか
と言えば反対」もしく
は「反対」と回答した
人の割合

『市民意識調査』にお
いて、用語の認知度
で「LGBT」という言
葉について「おおよ
その内容まで知って
いる」と回答した人
の割合

第四次計画の中間か
ら最終までの年間増
加量（0.94％）から算
出
※小数点第1位で繰り上げ

年間増加量を2％と
して算出
※小数点第1位で繰り上げ

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

18.0
（2017年度）

％

34.2
（2017年度）

％

44.0
（2027年度）

％

38.0
（2027年度）

％

「男は仕事、女は家庭」といった固
定的な性別役割分担に同感しない
市民の割合を増やします。

ＬＧＢＴの内容まで知っている人
の割合を増やします。

性別等による差別や人権侵害が起こらな
いよう、広く啓発を行います。
【具体的な事業】
◇女性に対する人権侵害の防止に関する
啓発【新規】

◇人権に関する講演会・研修の開催
◇人権相談の実施

差別を防止する意識啓発の
推進と相談業務の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

6

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
庶務課
防犯くらし交通課
生涯学習課

新規

平成28（2016）年から施行されている「戸田市男女共同参画推進条例」では、性別、性的指向、
性自認による差別的な取扱いは禁止され、誰もが個人として尊重され、社会のあらゆる分野
における参画の機会が保障されています。性別や性的指向、性自認がどうであっても、生き
づらいと感じることがないよう、多様な性に関する理解を促進するための啓発を行い、正し
い情報を提供する必要があります。また、行政対応等においても性的マイノリティの人々に
配慮した体制を整備することが重要です。

（４）人権尊重に関する意識の醸成
性別等による差別や人権侵害による不利益を被ることがないよう、差別を防止する意識啓
発を推進し、人権を守るための相談窓口の充実を図ります。

指　標

施策の方向
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性的指向や性自認によって生きづらい環
境が生じないよう、ＬＧＢＴ等の性的マイノ
リティに関する理解促進のための啓発を
行うとともに、学校教育や行政対応にお
ける支援体制を整備します。
【具体的な事業】
◇ＬＧＢＴ等の性的マイノリティへの理解
促進のための講座の検討・実施【新規】

◇職員研修の検討・実施【新規】
◇学校教育におけるＬＧＢＴ等の性的マイ
ノリティの児童生徒への支援の充実
【新規】
◇申請書類や公的証明書類における性別
記載欄の見直し【新規】

◇市の施策における性的マイノリティへ
の配慮に関する検討・実施【新規】

性的マイノリティに関する
意識啓発と支援の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

7

「広報戸田市」への男女共同参画に関す
る情報の掲載や男女共同参画情報紙「つ
ばさ」の発行、パンフレット・啓発冊子の発
行などを通じて男女共同参画に関する意
識啓発を図ります。
【具体的な事業】
◇「広報戸田市」による啓発
◇男女共同参画情報紙「つばさ」の発行
◇パンフレット・啓発冊子の発行
◇あいパルホームページによる啓発
◇男女共同参画関連書籍の展示及び貸出
◇あいパル広報誌「PALDISE（パルダイ
ス）」の発行による啓発【新規】

男女共同参画に関する各種講演会、講座
等の開催を通じ、男女共同参画に関する
意識啓発を図ります。
【具体的な事業】
◇講演会・セミナー・パネル展等の開催に
よる啓発

多様な媒体を活用した広報・
啓発活動の推進

男女共同参画に関する講演会・
講座等の開催

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

8

9

協働推進課
庶務課
人事課
教育政策室

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
政策秘書室
図書館
（生涯学習課）

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

（５）性的マイノリティへの理解の促進
性的マイノリティに関する正しい情報を発信し、社会全体における理解が広がるように、
積極的な意識啓発を推進します。また、学校教育の現場や行政対応における支援体制の充実
を図ります。

（６）男女共同参画の啓発・意識改革
市民一人ひとりが男女共同参画に関する正しい知識を得られるよう、講演会や広報
紙など様々な媒体を活用して、広報・啓発活動を行います。
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22　多文化共生 ……… 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員と
して共に生きていくことをいいます。

23　女子差別撤廃条約… 正式には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」といい、昭和54（1979）年に国連総会で採択され
た条約です。政治的、経済的、社会的、その他あらゆる分野における女性差別の撤廃と、性別役割分業に基づく差別的
慣習、慣行を廃止するための措置をとることが規定されています。日本では昭和60（1985）年に批准しました。

24　メディア・リテラシー… メディアからの情報を無意識に受け取るのではなく、その内容の背景や社会的な課題などについて読み解く力や、あふ
れる情報を適切に選択し、使いこなす力のことをいいます。また、情報を受け取るだけではなく、メディアを使って発
信する力のこともいいます。

広く男女共同参画に関する理解、推進を
図るため、男女共同参画の視点に立った
国際的な取り組みに関する情報の収集や
提供を行います。
【具体的な事業】
◇女性問題に対する海外の資料収集・提
供による啓発
◇国際的な取り組み
（女子差別撤廃条約23等）の啓発

多文化共生の推進の中で、男女共同参画
に関する国際理解を深めるための講座や
交流事業を活発に行います。
【具体的な事業】
◇在住外国人支援事業の推進【新規】

男女共同参画に関する世界の
取り組みに関する啓発の推進

国際理解・交流活動の推進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

10

11

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
図書館
（生涯学習課）

協働推進課

市の発行物等において、男女共同参画
の視点に立った表現を使用するよう努
めます。
【具体的な事業】
◇埼玉県発行「男女共同参画の視点から
考える表現ガイド」の活用【新規】

市民がメディアに対して、固定的な性別役
割分担意識や不正確な情報などに左右さ
れることなく主体的な判断ができるよう、
学校をはじめ生涯学習の場においてメ
ディア・リテラシーに関する啓発を行うと
ともに、学習機会を提供します。
【具体的な事業】
◇メディア・リテラシーに関する啓発
◇学校におけるメディア・リテラシーの取
り組み

市の発行物等における表現の留意

メディアを正しく読み取る力の
養成

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

12

13

協働推進課
政策秘書室

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
教育政策室

（７）国際理解の推進による啓発・意識改革
男女共同参画の視点に立った国際的な取り組みに関する情報を収集し、提供します。また、
多文化共生 22 を推進する上で、国際理解を深めるための取り組みを積極的に進めます。

（８）メディアにおける人権の尊重
市の発行物等において、男女共同参画の視点に立った表現を使用するよう努めます。
また、メディアから発信される固定的な性別役割分担意識や不正確な情報に左右されるこ
となく、市民が情報を正しく読み取り、主体的に判断できるように、メディア・リテラシー 24

に関する啓発を行います。
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♦図24　小中学校で特に力を入れてほしいこと

（％）0 10 20 30 40 50 60

特にない

性別に関わりなく、能力や適性を重視した
進路指導、生活指導を行う

「男女平等」の意識を育てる授業をする

DVやデートＤＶのような、親しい間柄
での暴力を防止するための啓発

性に関する適切な指導の実施

教員に対して、男女共同参画意識
向上のための研修を行う

LGBT等、性的マイノリティに関する教育

教員の男女比を同率になるようにしていく

校長や教頭に女性を増やしていく

出席簿・座席・名簿など、
男女を分ける習慣をなくす

その他

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

女性(n=642)

男性(n=473)

55.9
52.9

33.2
35.9

26.9
25.2
25.5

20.9
16.5

23.0
17.1
17.1

9.8
9.9
8.3
9.1

5.5
6.6

1.2
2.5

12.6
14.4

男女共同参画社会実現のためには、一人ひとりが男女共同参画の意識を持ち、あらゆる場
で男女共同参画の視点に立った行動をすることが大切です。そのためには、男女共同参画に
関する正しい知識を学習する機会が必要です。
一人ひとりの男女共同参画の意識の形成には、人生の早い時期において学習したことや経
験が大きく影響します。特に、小中学校における教育は、男女共同参画の意識を育むにあたっ
て大きな役割を持っています。
市民意識調査の結果をみると、小中学校で特に力を入れてほしいことは、「性別にかかわり
なく、能力や適性を重視した進路指導、生活指導を行う」の回答が最も多く、次いで「『男女
平等』の意識を育てる授業をする」となっており、性別の違いではなく、児童生徒の個性を重
視した教育が望まれています。
さらに、学校教育に加えて家庭教育も児童生徒への影響が大きいことから、家庭教育の重
要性についても啓発する必要があります。
また、社会や職場等の様々な場において、一人ひとりがその能力と意思に基づいて活躍で
きるように、学校教育だけでなく、生涯を通じて学習する機会を得られるような環境整備が
必要です。

男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実施策３

現状と課題
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市内小学校の数を目
標値に設定

男女共同参画の大切
さについて教育を
行った小学校の数

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

7
（2017年度）

校

全12
（2027年度）

校
市内の全小学校で男女共同参画の
大切さを学ぶ機会をつくります。

学校において、人権の尊重、男女の平等
などに視点をおいた教育を行います。ま
た、性別にかかわらず個々の児童・生徒の
能力や適性を重視した進路指導・キャリア
教育を実施します。
【具体的な事業】
◇男女共同参画の視点に立った学校教育
の推進

◇男女共同参画の視点に立った生活・進
路指導の実施

◇学校における性に関する指導の充実
◇戸田市男女共同参画推進条例パンフ
レット等による啓発【新規】

男女共同参画を推進する教育の充実に向
けて、教職員等に対する研修を積極的に
行います。
【具体的な事業】
◇教職員等の研修の実施

家庭における男女共同参画を推進するた
め、保護者を対象に家庭教育に関する学
習機会の提供を行います。
【具体的な事業】
◇家庭教育学級の充実
◇戸田市男女共同参画推進条例パンフ
レット等による啓発【新規】【再掲】

男女共同参画の視点に立った
教育の充実

教職員への研修の充実

家庭教育での取り組みの充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

14

15

16

協働推進課
教育政策室

協働推進課
生涯学習課

教育政策室

新規

（９）学校や家庭での教育の充実
学校や家庭において、性別にかかわりなく一人ひとりの個性を伸ばせる教育の充実を図り
ます。

指　標

施策の方向
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各種講座、教室等において男女共同参画
の視点に立った学習を推進するとともに、
託児室の設置を行い、受講環境を充実し
ます。
【具体的な事業】
◇戸田市まちづくり出前講座メニュー表
への掲載

◇男女共同参画の視点に立った講座の企
画・運営

◇人権に関する講演会・研修の開催【再掲】
◇講座等への託児室の設置【再掲】

公民館等の生涯学習関連施設において、
男女共同参画につながる学習機会の充実
を図ります。
【具体的な事業】
◇生涯学習関連施設における男女共同参
画の視点に立った学習機会の提供

生涯にわたる学習機会の充実

生涯学習関連施設における
男女共同参画の視点に立った
学習機会の提供

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

17

18

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
生涯学習課

生涯学習課

（10）生涯学習の充実
市民が生涯にわたって男女共同参画に関する学習を行える機会を提供するとともに、それ
ぞれの能力と意思に応じてあらゆる分野に参画できるよう、生涯学習の充実を図ります。
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戸田市女性活躍推進計画

(11)地域・社会活動への参画促進と環境づくり
施策の
方向

施策4． 地域活動における男女共同参画の推進

(12)地域防災における男女共同参画の推進
(13)地域防犯における男女共同参画の推進

施策5． 防災及び防犯における男女共同参画の推進

(14)家庭生活との両立をめざす職場づくり
(15)男女の家事・育児への共同参画支援

施策の
方向

施策の
方向

施策6． ワーク・ライフ・バランスの推進

(16)子育て支援の充実
(17)介護を支援する体制の整備

施策の
方向

施策7． 子育てや介護を支援する体制の整備

地域や家庭の暮らしを支えあえるまちⅡ目 標
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♦図25　地域活動等への参加経験

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

女性(n=642) 

男性(n=473) 

0 10 20 30 40 50 60（％）

30.5

24.5 

20.7 

3.4 

12.9 

5.3 

4.2 

7.2 

3.8 

0.2 

52.2 

24.5 

15.3 

7.9 

8.6 

5.8 

1.6 

2.0 

0.9 

44.5 

町会や自治会などの地域活動

趣味や文化・教養、スポーツ
などのサークル活動

保育園・幼稚園の保護者会、
学校のPTAや子ども会の活動

市民活動やボランティア活動

市で実施する講座等への参加

地域の仲間同士が集まって
行う勉強会や研修会

消防団や自主防災活動

自治体の審議会等の委員

その他

参加していない

近年の少子高齢化や核家族化の進行などの環境の変化を背景に、地域コミュニティの重要
性がますます高まっています。
市民意識調査結果から本市における地域活動への参加経験をみると、「町会や自治会などの
地域活動」や「趣味や文化・教養、スポーツなどのサークル活動」、「保育園・幼稚園の保護者会、
学校のPTAや子ども会の活動」、「市で実施する講座等への参加」、「地域の仲間同士が集まっ
て行う勉強会や研修会」などの多くの活動では、男性よりも女性の参加率が高いという傾向が
みられます。
一方、「町会や自治会などの地域活動」は女性の参加率が高いにもかかわらず、本市では女
性の町会長・自治会長が非常に少ないという現状があります。
今後、地域活動において男女共同参画を進めて、活動の活性化を図るためには、地域にお
いてリーダーの役割を担う女性の人材を育成していく必要があります。同時に、地域活動に
おける固定的性別役割分担意識の解消にも努める必要があります。
また、地域活動等に「参加していない」男性が 52.2％、女性が 44.5％と、それぞれほぼ半
数を占めている現状を鑑み、より多くの人が参画できるように活動の開催日時や運営方法等
を工夫することも必要です。

地域活動における男女共同参画の推進施策４

現状と課題
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年間増加量を1％と
して算出
※小数点第1位で繰 り上げ

『市民意識調査』にお
いて、過去１年間で地
域活動等に「参加し
ていない」と回答し
ていない人の割合

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

52.4
（2017年度）

％

63.0
（2027年度）

％

地域活動に参加している人の割合を
増やします。

町会・自治会等における男女共同参画を
促進します。
【具体的な事業】
◇町会・自治会等における男女共同参画
推進の啓発

◇町会・自治会等に向けての女性役員登
用の啓発の検討･実施【新規】

男女がともに様々なボランティアや自主
活動をできる場所を提供し、活動の促進
を図ります。
【具体的な事業】
◇戸田市ボランティア・市民活動支援セン
ターで実施する講座等への参加促進
◇市民のボランティア活動・自主活動への
参加促進
◇戸田市生涯学習人材バンク事業の実施

町会・自治会等への
男女共同参画の促進

ボランティア活動・
自主活動への活動支援

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

19

20

協働推進課

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
生涯学習課
公民館
（生涯学習課）

（11）地域・社会活動への参画促進と環境づくり
男女がともに地域とのつながりの中で充実した生活がおくれるよう、地域活動に積極的に
参画できる環境づくりを進めます。

指　標

施策の方向
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♦図26　性別に配慮して取り組む必要がある防災・災害復興対策

(n=850)

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（％）

93.5 

85.2 

無回答 0.2 

66.4 

14.6 

0 20 40 60 80 100

13.6 

0.0 

0.8 

衛生環境の整備（トイレ、お風呂等）
避難所の設置・運営体制

（授乳室、女性用の洗濯物干し場の設置等）
衛生用品、医薬品の備えや供給体制

救援医療体制

被災者に対する相談受付体制

その他

わからない

近年のわが国では、東日本大震災や熊本地震をはじめとする地震災害や、西日本各地にお
ける豪雨災害など、毎年のように大きな災害が発生しています。そういった中で広く認識さ
れつつあるのは、備蓄や避難所運営や復興段階において、女性への配慮や男女共同参画の視
点が必要であるということです。
市民意識調査の結果では、性別に配慮して取り組む必要がある防災・災害復興対策は、「衛
生環境の整備（トイレ、お風呂等）」や「避難所の設置・運営体制（授乳室、女性用の洗濯物干
し場の設置等）」などの回答率が極めて高くなっています。主に避難所における配慮への要望
が高くなっていますが、こうした要望に応えるためにも、平時から災害に備えて、男女双方
の視点に立ちながら準備をしておく必要があります。
また、防犯についてみると、身近な犯罪を防ぐためには、警察や行政だけでなく、地域に
おける防犯活動も重要な役割を持っています。女性は犯罪被害者となることが少なくないこ
とから、防犯活動においても女性の視点を取り入れて、男女共同参画で推進していく必要が
あります。

防災及び防犯における男女共同参画の推進施策 5

現状と課題
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年間増加量を1％と
して算出
※小数点第1位で繰り上げ

『市民意識調査』にお
いて、性別に配慮し
た防災・災害復興対
策の「必要がある」も
しくは「どちらかとい
えば必要がある」と
回答した人の割合

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

75.6
（2017年度）

％

86.0
（2027年度）

％
防災・災害復興対策において、性別に
配慮した対応が必要であると思う人
の割合を増やします。

防災体制を整備するにあたり、男女共同
参画を推進するとともに、地域防災力を
高めます。
【具体的な事業】
◇自主防災組織への女性の参画促進
◇性別ごとのニーズに対応した防災対策
の推進
◇戸田市防災士資格取得支援補助事業
◇女性に配慮した避難所利用の検討【新規】

災害発生後の避難所運営及び復興の過程
において、女性が安全で快適な避難生活
を享受でき、権利を侵害されることがな
いよう、支援の充実を図ります。
【具体的な事業】
◇避難所指定施設への女性職員の配置
【新規】

防災体制の整備における
男女共同参画の推進

避難及び復興における
女性への配慮の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

21

22

危機管理防災課

危機管理防災課

防犯の分野における男女共同参画を推進
し、地域における防犯体制の強化を促進
します。
【具体的な事業】
◇女性による防犯パトロールへの支援
◇自主防犯組織への女性の参画促進
◇出前講座・防犯情報の周知

地域防犯の分野における
男女共同参画の推進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

23 防犯くらし交通課

新規

（12）地域防災における男女共同参画の推進
地域の防災力を高めるにあたって女性の視点を反映させるとともに、防災活動や避難活動
等における男女共同参画を推進します。

（13）地域防犯における男女共同参画の推進
出前講座等による情報の周知によって市民の防犯意識を高めるとともに、地域防犯活動に
おける男女共同参画を推進します。

指　標

施策の方向
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♦図27 ワーク・ライフ・バランスについて
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現実
(n=639)

希望
(n=639)

28.0 2.3 6.6  3.3  23.6 10.3

1.9 8.6 9.5 9.2 41.9

（％）

仕事を優先　　自分の活動を優先　　家庭生活を優先　　仕事と自分の活動を優先　　

自分の活動と家庭生活を優先　　仕事と家庭生活を優先　　

仕事と自分の活動と家庭生活をバランス良く重視 無回答

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

  9.4 

10.610.310.37.8

 16.4

ワーク・ライフ・バランスの推進施策６

現状と課題
市民意識調査結果によると、ワーク・ライフ・バランスについての希望は、仕事と自分の
活動と家庭生活をバランスよく重視したい人が約４割を占めているにもかかわらず、現実で
は仕事を優先という人が約３割と最も多い結果となっています。
このように、仕事と生活の調和に関しては、仕事に優先度が傾きがちな傾向がみられ、長
時間労働が慣例化したわが国の労働環境の影響がうかがえます。また、「男は仕事、女は家庭」
というような固定的な性別役割分担意識が社会に根強く残っているため、育児休業取得率は
女性が 8割以上であるのに対して、男性は 3.16％（厚生労働省「平成 28年度雇用均等基本調
査」）に留まっていたり、女性よりも男性労働者の方が長時間労働を余儀なくされている傾向
がみられます。
少子高齢化が進み、世帯人員も減少している中で、これまでと同様の経済活動を維持し、
次世代の子ども達を育てていくためには、男女を問わず仕事と家庭生活に参画していく必要
があります。そのためには、ワーク・ライフ・バランスの重要性を企業の経営者が理解する
ことは必要不可欠ですが、社会全体でもその重要性について共通の認識を有することが大切
です。
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25　育児・介護休業法… 平成3（1991）年に育児休業法が成立し、平成7（1995）年に育児・介護休業法として改正されました。男女の労
働者に対し、満１歳未満の子の養育のための休業や、常時介護を必要とする親族のための３か月未満の休業を認める
ものです。その後、何回かの法改正により、対象労働者の拡大、育児休業期間の延長（最長２年まで）、介護休業の
取得回数制限の緩和、子の看護休業制度の創設等がなされました。

第四次計画の中間か
ら最終までの年間増
加量（2.58％）から算
出
※小数点第1位で繰り上げ

『市民意識調査』にお
いて、用語の認知度
で「ワーク・ライフ・バ
ランス」という言葉に
ついて「おおよその
内容まで知ってい
る」と回答した人の
割合

『市民意識調査』にお
いて、家庭生活の考
え方に関して、＜現実
＞で「仕事と自分の
活動と家庭生活をバ
ランス良く重視」と回
答した人の割合

年間増加量を1％と
して算出
※小数点第1位で繰り上げ

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

10.3
（2017年度）

％

18.2
（2017年度）

％

44.0
（2027年度）

％

21.0
（2027年度）

％

ワーク・ライフ・バランスの内容まで
知っている人の割合を増やします。

ワーク・ライフ・バランスを実感
している人の割合を増やします。

職場において、ワーク・ライフ・バランスが推進されるよう、
仕事と家庭生活が両立しやすい環境づくりを企業に働き
かけます。
【具体的な事業】
◇育児・介護休業法25の普及・啓発
◇家庭生活との両立をめざす職場づくりの啓発
◇ワーク・ライフ・バランスの周知
◇労働時間短縮に向けての啓発
◇多様な就労形態の普及・啓発

仕事と家庭生活が
両立できる
職場づくりの促進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

24
協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
経済政策課

家庭生活における男女共同参画を促進するため、意識啓
発や講座等を開催します。
【具体的な事業】
◇男女の家事・育児の協力体制の促進に関する情報収
集・提供

◇男女の家事・育児協力を促進する講座の開催

男女の家事・育児協力
体制構築の促進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

25

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
福祉保健センター

指　標

施策の方向
（14）家庭生活との両立をめざす職場づくり
男女の労働者がともに仕事と家庭生活を両立できるように、ワーク・ライフ・バランス実
現や労働時間短縮に向けた啓発、多様な就労形態の普及を企業に働きかけます。

（15）男女の家事・育児への共同参画支援
固定的な性別役割分担の解消を図り、男女がともに家事・育児に参画することによって、
生涯を通じて充実した生活をおくることができるよう、意識啓発等の支援を行います。
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26　地域包括ケアシステム…重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住
まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みのことをいいます。

♦図28　市に特に力を入れてほしい施策（上位10項目）

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

(n=1,124) 

0 10 20 30 40 50(%)

高齢者や障がいのある人の介護制度の充実

保育所・学童保育室の充実

家庭における子育て支援の充実

暴力を受けた場合のシェルター（避難所）の設置

「DV被害者等に対する相談」の充実やDV防止の啓発

ワーク・ライフ・バランスの推進

職業訓練・職業相談

女性の起業や就職支援の充実

男女共同参画の視点に立った教育の推進

男女共同参画の視点に立った政策等の立案・決定

48.6 

42.7 

31.9 

29.6 

19.5 

17.3 

16.6 

15.2 

14.2 

11.8 

子育てや介護を支援する体制の整備施策７

現状と課題
市民意識調査結果によると、男女共同参画社会の実現に向けて市に特に力を入れてほしい
施策は、多い順に、「高齢者や障がいのある人の介護制度の充実」、「保育所・学童保育の充実」、
「家庭における子育て支援の充実」となっており、介護の充実、子育ての支援などの施策への
期待は高いものとなっています。
核家族化の進行や人間関係の希薄化によって、家庭や地域における子育て支援機能の低下
が問題となっています。本市の女性の年齢別労働力率は、子育てや家事に忙しくなる 35～
39 歳で一度落ち込みますが、その割合は埼玉県や全国よりも低い数値となっており、子育て
期における女性の離職が多いことがうかがえます。また、介護と仕事の両立が困難なために
起こる介護離職の問題も広く認識されつつあります。こうした状況を背景に、家族だけで子
育てや介護を担うのではなく、社会的に子育てや介護を支援する体制の充実が必要といえます。
本市では、各種保育サービスや地域における子育て支援をより一層充実させるとともに、
地域包括ケアシステム 26 の構築を進めながら、介護の社会的支援の充実を図っていきます。
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27　ファミリー・サポート・センター ……地域において子育ての援助をしたい人（協力会員）と援助を受けたい人（依頼会員）からなる、子育ての相互援助活
動を行う会員制の組織です。協力会員は依頼会員の要望に応じて、子どもを預かる、保育施設への送り迎えをするな
どの援助活動を行います。

充実した家庭生活を実現し、誰もが活躍
できる社会とするため、様々な子育て支
援サービスを提供します。
【具体的な事業】
◇各種保育事業の充実
◇子育て支援センター事業
◇学童保育室の運営
◇放課後子ども教室の充実
◇子どもの一時預かり事業

男女が安心して子どもを生み育て、仕事
と育児・家事等との両立を可能とするため
に、関係機関と連携し、地域における子育
て支援を充実します。
【具体的な事業】
◇子育て支援に関する講演会・講座の開催
◇講座等への託児室の設置
◇産前産後支援ヘルプサービス事業の実施
◇ファミリー・サポート・センター27事業の
実施
◇子育て交流会の実施

各種保育サービスの充実

地域で支える子育て環境の整備

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

26

27

こども家庭課
保育幼稚園室
児童青少年課

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
こども家庭課
保育幼稚園室

「埼玉県子育て安心
プラン実施計画」の
目標値を基に設定。
（年間２園ずつ整備。
2021年度に利用定
員4,264人、待機児
童数0人）

市の認可保育園にお
ける受け入れ人数

TODA元気体操を行
う通いの場の数

戸田市地域包括ケア
計画の目標（年間3箇
所ずつ開設）を基に
設定

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

18
（2018年度）

箇所

3,795
（2018年度）

人

4,200
（2028年度）

人

48
（2028年度）

箇所

保育園の受け入れ人数を増やします。

介護予防のためのTODA元気体操
を行う通いの場を増やします。

新規

新規

指　標

施策の方向
（16）子育て支援の充実
男女が安心して子どもを生み育て、仕事と育児・家事等を両立して充実した生活をおくれ
るように、各種保育サービスの提供や地域における子育て支援の体制整備など、子育て世帯
への様々な支援を行います。
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28　地域包括支援センター…高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の
支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援す
ることを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。本市には４か所あ
ります。

ひとり親家庭には社会的・経済的立場が
弱い母子家庭が多いことから、生活の安
定と子どもの健全な育成を図るため、各
種事業の実施、各種手当等を支給します。
【具体的な事業】
◇ひとり親家庭への経済的支援の充実
◇ひとり親家庭への相談体制の充実
◇ひとり親家庭の自立支援のための事業
の実施

ひとり親家庭への支援の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

28

高齢者が充実した生活をおくれるだけで
なく、介護者の負担を軽減することで誰
もが活躍できる社会とするために、健康
づくりや生活支援などの各種サービスの
充実を図ります。
【具体的な事業】
◇高齢者相談介護予防・生活支援事業の
実施

◇地域包括支援センター28事業の実施
◇在宅福祉・施設利用サービスの充実

障がい者がいきいきと生活できるだけで
なく、介助者の負担を軽減することで誰
もが活躍できる社会とするために、各種
サービスの充実と社会参画活動への参加
を促進します。
【具体的な事業】
◇在宅福祉・施設利用サービスの充実
◇障がい者相談体制の整備
◇障がい者団体等への活動支援
◇障がい者を対象にした講座等の開催

高齢者と介護者を支援する
サービスの充実

障がい者と介助者を支援する
サービスの充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

29

30

こども家庭課

長寿介護課

障害福祉課

（17）介護を支援する体制の整備
高齢者や障がい者が住み慣れた地域で充実した生活をおくることはもとより、その介護者
や介助者の負担軽減のための支援を行うことによって、誰もが活躍できる社会の実現を図り
ます。
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(18)雇用の場及び自営業等における男女共同参画
　　の推進 
(19)セクシュアル・ハラスメント等に対する取り組み
　　の充実

戸田市女性活躍推進計画
施策８． 働く場における男女共同参画の推進

(20)職業能力開発のための支援
(21)女性の再就職、起業の支援

施策９． 女性の就業・起業の支援

(22)審議会等における男女共同参画の促進
(23)女性の人材発掘とリーダー育成

施策10． 政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

(24)性を尊重する意識啓発と性に関する指導の
　　充実 
(25)女性の健康管理の充実
(26)男女ともにライフサイクルに沿った健康づくり

施策の
方向

施策の
方向

施策の
方向

施策の
方向

施策11． 生涯を通じた健康づくりへの支援

いきいきと活躍できるまちⅢ目 標
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29　マタニティ・ハラスメント…職場において、妊娠・出産・子育てをきっかけとして嫌がらせや不利益な取り扱いが行われることを指します。法制
度上では、平成29（2017）年以降、すべての職場においてマタニティ・ハラスメントを防止する措置の実施が義務
付けられています。

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

（n=1,124） 

（％）

年齢や容姿、身体的特徴について話題にする

（うちの）「男の子、女の子」「おじさん、おばさん」といった呼び方をする

私生活に関わることについて必要以上に質問する、話題にする

性的な話をする、質問をする

「男のくせに」「女のくせに」などと発言する

酒席等でお酌やデュエット、席の指定を強要する

戦略的に異性を取引先の担当者や接遇・接待要員にする

必要以上に身体にさわる

水着やヌード写真・雑誌等を職場で見る

執拗に交際を求める

性的関係を求める、迫る

その他

上記のような行為はなかった

無回答
0 10 20 30 40 50 60

♦図29　職場におけるセクシュアル・ハラスメントの経験

16.3 

8.3 

7.8 

7.4 

6.6 

3.1 

2.2 

2.0 

1.7 

1.7 

1.1 

1.4 

58.1 

13.1 

働く場における男女共同参画の推進施策８

現状と課題
「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」などの法律が施行されて以降、男女の労働者
がともに働き続けるための環境整備は進んでいますが、現在においても賃金や昇進・昇格、
就業形態など、機会や待遇における明確な男女間格差が存在しています。
こうした状況の中で、平成 27（2015）年に「女性活躍推進法」が施行となり、女性が職場
で活躍できる環境整備を促進し、管理職など指導的地位にある女性の割合を増やす取り組み
を積極的に推進することが必要とされています。
一方、何度かの「男女雇用機会均等法」の改正によって、セクシュアル・ハラスメントやマ
タニティ・ハラスメント 29 などが禁止されるようになりましたが、現実にはそのようなハラ
スメント行為はなくなっていません。こうしたハラスメント行為の被害者に女性が多い背景
には、職場における男女間の地位の格差があります。
労働者が性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮していきいきと働けるように、男
女の雇用における機会の均等化を図り、様々なハラスメント行為が根絶されるような取り組
みが必要です。
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30　ポジティブ・アクション（積極的改善措置）…これまで、雇用や政治、教育など様々な分野で不利な状況に置かれた人々に対して、実質
的な平等を保障するために社会的、制度的優遇措置をとることをいいます。方法としては、数や比率を定め強制的に
割り当てるクォータ制や、優先的に情報提供を行うなどがあります。国連は、女子差別撤廃条約において規定し、北
京行動綱領ではその適用を推奨しています。

男女がともに均等な雇用機会を確保でき、
働き続けられる環境の充実を図るために、
関係機関と連携を図り、男女雇用機会均
等法等の趣旨について普及・啓発を図り
ます。
【具体的な事業】
◇男女雇用機会均等法の普及・啓発
◇労働関係法の普及・啓発【新規】
◇商工会等との連携による啓発
◇ポジティブ・アクション（積極的改善措
置）30の推進

◇講座・研修会等の開催
◇働き続けられる環境整備【新規】

採用、昇進等において女性労働者に積極
的に機会を提供し、仕事と家庭の両立を
可能とする環境を整備することで、女性
が活躍できるよう、啓発や人材育成等の
支援を行います。
【具体的な事業】
◇女性活躍推進法の普及・啓発【新規】
◇商工会等との連携による啓発【再掲】
◇女性活躍推進に取り組む企業の事例紹
介の検討【新規】

男女ともに働き続けられる
環境の整備

女性の活躍推進に向けた
企業への支援

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

31

32

協働推進課
経済政策課

協働推進課
経済政策課

市民意識調査（平成
25年度調査から平成
29年度調査）結果の
年間増加（0.66％）
から算出
※小数点第1位で繰り上げ

『市民意識調査』にお
いて、男女の地位に
関する意識について、
＜職場＞で「平等」と
回答した人の割合

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

20.3
（2017年度）

％

27.0
（2027年度）

％

職場における男女の地位が平等だと
感じる人の割合を増やします。

新規

施策の方向
（18）雇用の場及び自営業等における男女共同参画の推進
男女雇用機会均等法や女性活躍推進法などに基づき、雇用機会や待遇の均等、女性が活躍
できる職場の環境整備、適切な労働時間や休日の確保等就労環境の改善を目指して、商工会
等と連携して、事業主等への働きかけを行います。

指　標
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セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラ
スメント、マタニティ・ハラスメントなどの
職場における様々なハラスメント行為の
防止に向けた啓発活動を行います。
【具体的な事業】
◇職場におけるハラスメント行為の防止
に関する講座等による啓発【新規】

◇職場におけるハラスメント行為の防止
に関する情報収集・提供【新規】

セクシュアル・ハラスメント等
防止に向けた周知・啓発

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

33
協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

（19）セクシュアル・ハラスメント等に対する取り組みの充実
セクシュアル・ハラスメントをはじめとする職場の様々なハラスメント行為防止に関する
取り組みを強化するため、講座等を開催するなど啓発を推進し、職場におけるハラスメント
行為が根絶されるよう事業所に働きかけます。
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（夫婦調査）」

♦図30　子どもの出生年別にみた第１子出産前後の妻の就業変化
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女性の就業・起業の支援施策 9

現状と課題
就業している女性の割合は年々伸びており、平成 27（2015）年の「国勢調査」によると、
本市の 15～ 64歳の女性の労働力率は 67.2％となっています。しかし、わが国の長時間労働
を前提とする慣行等を背景に、仕事と家庭生活の両立を困難とする人が少なくありません。
第１子出産後の就業継続（育休利用）割合は年々増加していますが、平成 22（2010）年～平
成 26（2014）年の第 1子出生後退職者の割合は、出産前に就業していた人のうち 46.9％と、
依然として半数近くを占めています（国立社会保障・人口問題研究所「第 15回出生動向基本
調査（夫婦調査）」）。また、後に再就職する場合には、パート・アルバイト等の非正規雇用で
ある場合が少なくありません。
こうした状況から、女性労働者が継続的に経験やキャリアを積める機会が少なくなり、男
女間の賃金格差や管理職に占める女性の割合の低さという問題にもつながっています。
女性活躍推進法は、少子高齢化による将来的な労働力不足が懸念される中、女性を最大の
潜在力として位置づけて、その個性と能力を十分に発揮できる環境を整備することを法的に
位置づけたものです。本市においても、女性の多様な能力を活用するために、就職や職業能
力開発のための機会が十分に提供されることが必要です。
また、様々な分野への女性のチャレンジを支援する必要性から、起業なども視野に入れた
支援体制を整備することも重要です。
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他自治体の指標を参
考に設定

講座の受講者対象の
アンケートで、講座の
内容を「理解した」も
しくは「まあまあ理
解した」と回答した
人の割合

国勢調査から、労働
力率(%)=労働力人
口÷（総数－労働力
状態「不詳」）×100
として算出

平成27年度国勢調査
の全国平均（73.1％）
を基に設定
※小数点第1位で繰り上げ

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

67.2
（2015年度）

％

％

80.0
（2027年度）

％

74.0
（2025年度）

％

再就職の支援講座の理解度を高めま
す。

女性の30～39歳の労働力率を高め
ます。

就労を支援する各種講座等を開催し、就職や再就職等を
希望する市民に対して就職に向けた支援を行います。
【具体的な事業】
◇就労支援・再就職のための情報提供や講座の開催
◇地域職業相談事業の実施【新規】
◇就職マッチングへ向けた取り組み【新規】

職業能力開発の
ための支援の
充実と就業機会の
拡大

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

34
あいパル
（福祉総務課）
経済政策課

起業や再就職を希望する女性に対して、各種情報提供を
行うとともに、能力開発のための講座を開催します。
【具体的な事業】
◇地域職業相談事業の実施
◇起業支援のための講座の開催【新規】
◇女性の起業支援事業（チャレンジショップ等）【新規】
◇商工会と連携した起業支援事業【新規】
◇女性向け就職支援・再就職支援のための情報提供や講
座の開催【新規】

女性の起業・
再就職に関する
支援の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

35
あいパル
（福祉総務課）
経済政策課

新規

新規

（20）職業能力開発のための支援
就職や再就職等を希望する市民に対して、就職に関する情報を提供するとともに、技能や
職業能力の開発をする機会の提供を行います。

（21）女性の再就職、起業の支援
出産・子育て等のために離職した女性の再就職支援を行うとともに、起業等によって新た
な分野に挑戦する女性への支援を行います。

施策の方向

指　標
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31　政治分野における男女共同参画の推進に関する法律…平成30（2018）年に成立、政治分野における男女共同参画を推進するため、政党
等に衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数が均等になるよう努力義務を位置づけています。
国際的に見て遅れているわが国の女性の政治参画を積極的に推進する目的で成立しました。

♦図31　男女の地位に関する意識「政治」

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）
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0.6 0.4

31.9 2.6 7.9

（％）

男性の方が優遇 　どちらかといえば男性の方が優遇

平等 　どちらかといえば女性の方が優遇 

女性の方が優遇 　わからない 　無回答

11.9 44.7

政策・方針決定過程への男女共同参画の促進施策10

現状と課題
誰もがいきいきと活躍し、暮らしやすい社会となるには、多様な人々が政策や方針を決定
する場に参画して、意見を述べられる環境が整っていることが必要といえます。しかしながら、
現実をみると、わが国では議会など政策を決定する場への参画は、男女の偏りが大きいと言
わざるをえません。本市においても、平成 28（2016）年度の議員総数に占める女性の割合は
16.7％にとどまっており、政策に女性の視点が反映されにくい体制となっています。
こうした現状を踏まえて、平成 30（2018）年 5月に「政治分野における男女共同参画の推
進に関する法律」31 が成立し、女性の政治分野への進出を促進するため、国や地方自治体にも
実態調査や啓発活動等の責務が課せられました。
また、本市の審議委員に占める女性委員の割合をみると、ここ数年は約３割で横ばい状況
が続いています。女性委員が一人もいない審議会も多数あり、さらに多くの女性が政策・方
針決定過程に参画できるようになるには、より一層の取り組みが必要です。
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埼玉県男女共同参画
基本計画（平成29～
33年度）の目標値
（40%）を基に設定

市の審議会等（地方
自治法第180条の5
及び第202条の3に
基づく委員会・審議会
等）の委員に占める
女性委員の割合

男女共同参画人材リ
ストの登録者数

年間増加量を10％
（10年間で29人の増）
として算出

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

29
（2017年度）

人

％

40.0
（2027年度）

27.6
（2017年度）

％

58
（2027年度）

人

審議会等の女性委員の比率を高めま
す。

男女共同参画人材リスト（旧「女性人
材リスト」）の登録者を増やします。

審議会等において、女性の参画がさらに図られるよう、女
性委員の登用を積極的に推進します。
【具体的な事業】
◇審議会等委員の女性の参画促進
◇政策決定過程への女性の参画状況調査と結果の公表
◇女性参画促進を図るための手法の検討と各課への啓発
【新規】
◇審議会等委員選出時の男女共同参画人材リスト活用
の検討・実施【新規】

審議会等への女性の
参画の促進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

36 協働推進課

（22）審議会等における男女共同参画の促進
本市の政策・方針決定過程により多くの女性が参画できるよう、様々な分野にわたる市の
審議会に、多くの女性の委員を登用します。

施策の方向

指　標
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現在ある人材リストを拡充し、新たな人材
を発掘するとともに、積極的に活用します。
【具体的な事業】
◇男女共同参画人材リストの活用
◇男女共同参画人材リストへの登録促進

市民団体などの育成のための支援を行い
ます。
【具体的な事業】
◇各種団体に対する男女共同参画に関す
る教育機会の提供

◇女性人材が活躍するための情報提供

女性の人材発掘と活用

各種団体の女性人材育成への支援

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

37

38

協働推進課

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

（23）女性の人材発掘とリーダー育成
市内の各種団体や活動等において、リーダーの役割を担う女性が増えるように、人材育成
のための支援を行います。また、意欲と能力を持つ人材の発掘のために、男女共同参画人材
リストを作成し、活用に努めます。
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♦図32　女性の健康を支援するために必要なこと
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乳がん・子宮頸がん検診等、女性
に多い疾病に関する予防対策

病院・医院等の、女性スタッフ
による女性外来の充実

女性のための健康教育・健康相談

心の健康に関する相談

妊娠・出産期における
母子保健サービスの充実

女性の性に関する相談

その他

無回答

全体(n=1,124)

女性(n=642)

男性(n=473) 

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

生涯を通じた健康づくりへの支援施策11

現状と課題
女性の身体は妊娠・出産に関連する女性特有の健康上の問題が存在します。また、思春期、
妊娠・出産の周産期、更年期、老年期と、年齢に応じて健康のあり方も大きく変化します。
さらに、生涯を健康に過ごし、充実した人生をおくるためには、性と生命を尊重する意識
を持つことも必要不可欠です。そのために、男女が互いの性への正しい知識を持ち、お互い
の人格や人権を尊重する意識を育めるような学習・教育の機会を提供することが重要です。
市民意識調査では、女性の健康を支援するために必要なこととして、「乳がん・子宮頸がん
検診等、女性に多い疾病に関する予防対策」をあげる人が半数以上にのぼっています。より多
くの市民が生涯を通じて健康な生活をおくるために、健診や保健サービス等の充実に加えて、
自身の健康に関心を持ってもらう健康教育等の充実も重要といえます。
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第四次男女共同参画
計画の目標値を引き
続き設定

「戸田市健康づくり
に関する市民アン
ケート調査」におい
て、健康状態が、「健
康だと思う」または
「概ね健康だと思う」
と回答した人の割合
の合計

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

％

85.0
（2027年度）

78.6
（2017年度）

％

健康だと思う人の割合を増やします。

人権尊重の立場から性の尊重に関する理解を深めるた
めの周知・啓発を図ります。
【具体的な事業】
◇啓発紙の発行（既存の情報紙利用も含む）
◇性の商品化等性と人権に関する問題の啓発
◇性犯罪防止の啓発
◇学校における性に関する指導の充実【再掲】
◇セクシュアル・ハラスメントに対する啓発

性の尊重についての
理解の促進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

39

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
福祉保健センター
教育政策室

施策の方向
（24）性を尊重する意識啓発と性に関する指導の充実
男女が互いの性を理解・尊重し、対等な関係の下で妊娠・出産等について考えられるように、
性に関する正しい知識を得るための情報や学習機会の提供に努めます。

指　標



65

32　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ… 性と生殖に関する健康・権利と訳されます。「全ての男女は身体的、精神的、社会的に良好な状態で、満足できる性
生活をおくり、子どもを産むかどうか、いつ何人産むかを決める自由と権利を持つ」ということが基本的な考え方で
す。

33　ライフサイクル… 誕生から死にいたるまでの人の一生、人生の周期のことをいいます。  

母親の健康の維持と子どもの健やかな成
長を推進するため、各ライフステージに応
じた母子保健事業等を充実します。
【具体的な事業】
◇出産準備教育・妊婦健康診査等による
妊婦の支援

◇助産施設入所事業の実施
◇乳幼児健康診査・各種相談等による子
育て期の支援

リプロダクティブ・ヘルス／ライツなど、性
の尊重に関する理解を深めるために情報
提供を行います。
【具体的な事業】
◇リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関
する情報提供

ライフステージに応じた
母子保健事業等の推進

リプロダクティブ・ヘルス／
ライツについての理解の促進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

40

41

福祉保健センター
こども家庭課

協働推進課
福祉保健センター

（25）女性の健康管理の充実
母子保健指導等の実施により、妊娠期から出産、育児に至るまで継続した健康支援を推進
します。
また、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 32 の意識を定着させるために、性に関する正し
い知識の普及・啓発を進めます。

（26）男女ともにライフサイクル 33 に沿った健康づくり
男女ともに生涯を通じて健康を維持できるように、健診や健康相談、健康に関する学習機
会の提供等を行います。

男女がともに生涯にわたって心身ともに
健康に生活できるよう、各種健康増進事
業を実施します。
【具体的な事業】
◇各種がん検診、健康診査等の実施と受
診の啓発

◇妊娠期の保健指導
◇各種健康相談の実施

生涯にわたって健康に暮らせるよう、健康
づくりに関する学習機会の提供を行うと
ともに、啓発活動を行います。
【具体的な事業】
◇生活習慣病予防教育等の実施
◇健康教育の実施

健康づくりのための
各種事業の充実

健康に関する教育・啓発の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

42

43

福祉保健センター

福祉保健センター
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(27)男女共同参画の推進拠点の活用促進 
(28)男女共同参画に関する情報収集・提供の充実

施策の
方向

施策12． 男女共同参画の推進拠点の充実

(29)職員の男女共同参画の意識づくり
(30)女性職員の登用促進と職域拡大
(31)「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主
　　行動計画」の円滑な推進

施策の
方向

施策13． 庁内の男女共同参画の推進

(32)庁内の推進組織の充実
(33)計画の進行管理の実施
(34)計画推進に関する市民・事業者との連携　　　　　　　　　　
(35)国・県等との連携

施策の
方向

施策14． 連携と協力による推進体制の整備

連携と協力で取り組みを進めるまちⅣ目 標
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♦図33　『あいパル』で力を入れてほしい取り組み

男女共同参画に関する市民活動の支援

男女共同参画に関する講座・フォーラムの開催

情報紙や啓発パンフレットなどの啓発事業

男女共同参画や女性問題等に関する資料の充実

男女共同参画に関する団体・グループの相互交流の援助

その他

特にない

無回答
0 10 20 30 40 50（％）

本市における男女共同参画の推進拠点として長らくその役割を担ってきた「戸田市男女共同
参画センター『ビリーブ』」は、平成 27（2015）年３月に閉館しました。その機能は、平成
27（2015）年９月に開館した複合施設「上戸田地域交流センター『あいパル』」（以下、「あいパ
ル」と称する）に引き継がれました。
あいパルでは、防災啓発イベントに男女共同参画の視点を盛り込んだり、チャレンジショッ
プ等の女性のチャレンジ支援に場を提供したりするなど、複合施設としての機能を活用して、
男女共同参画社会実現に向けての取り組みを推進しています。
しかしながら、開館してからの年数が浅いこともあって、市民意識調査では「あいパル」の
事業の認知度は 16.5％にとどまっています。平成 25（2013）年度の市民意識調査で「ビリー
ブ」の事業の認知度が 27.1％であったことと比較すると、より一層の市民への周知が必要と
されています。
また、「あいパル」で力を入れる必要があると思う取り組みは、「男女共同参画に関する市民
活動の支援」や「男女共同参画に関する講座・フォーラムの開催」などの割合が高く、市民と
関わるタイプの取り組みのニーズが高くなっています。こうした取り組みを通じて、幅広い
世代の市民に対して活動を周知し、働きかけていくことによって、男女共同参画の推進拠点
としての機能の充実を図っていきます。

男女共同参画の推進拠点の充実施策12

現状と課題

（n=1,124）

資料：戸田市男女共同参画に関する市民意識調査（平成29年度）

9.2 

19.2 

18.7 

16.4

13.5 

10.4 

1.8 

40.6 
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男女共同参画の推進拠点の機能の充実を
図ります。また、現在の推進拠点である上
戸田地域交流センター『あいパル』を周知
することで活用促進を図ります。
【具体的な事業】
◇男女共同参画推進拠点の運営事業
◇男女共同参画相談事業の実施
◇男女共同参画フォーラム等の開催
【新規】【再掲】
◇複合施設の特長を生かした事業実施
【新規】

男女共同参画の視点に立った活動や、女
性が中心となる活動をする団体が円滑に
運営されるように、組織の立ち上げや運
営のための活動支援を行います。
【具体的な事業】
◇男女共同参画推進活動団体の推進拠
点の活用促進
◇男女共同参画の推進拠点を活用する団
体への情報提供や、活動の機会と場の
提供

男女共同参画推進拠点の機能の
充実

男女共同参画推進活動団体の支援
　（推進拠点の活用促進等）

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

44

45

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

第四次計画の「（旧男
女共同参画センター）
ビリーブの認知度」の
当初値（32.9％）から
設定
※小数点第1位で繰り上げ

『市民意識調査』にお
いて、市の事業の認
知度で「『あいパル』
の男女共同参画事
業」を選択した人の
割合

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

16.5
（2017年度）

％

33.0
（2027年度）

％
『あいパル』が男女共同参画の推進拠
点であることを知っている人の割合を
増やします。

（27）男女共同参画の推進拠点の活用促進
男女共同参画を推進していく拠点として、意識啓発を推進するための事業や、男女共同参
画を推進する団体の活動支援（推進拠点の活用促進等）などを行います。

指　標

施策の方向

新規
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あいパルキャラクター あいパルキャラクター

男女共同参画に関する国・県、他自治体等
の情報や図書・ビデオ・資料等を収集し、
あいパル、図書館に設置します。
【具体的な事業】
◇男女共同参画情報コーナーの充実
◇女性問題に対する海外の資料収集・提
供による啓発【再掲】

◇国際的な取り組み（女子差別撤廃条約
等）の啓発【再掲】

◇男女共同参画関連書籍の展示及び貸出
【再掲】

男女共同参画に関する情報の
収集・提供

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

46

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）
図書館
（生涯学習課）

（28）男女共同参画に関する情報収集・提供の充実
男女共同参画に関する国や県、他自治体の情報や国際的な取り組みに関する情報を収集し、

市民に提供します。

（あいぽん）
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♦図34　戸田市における役付職員及び一般職員に占める
　　　　　　　　女性職員の割合の推移
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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 
自ら管理職を目指す、意欲のある女性職員が少ないから 
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 
職場の男女平等について理解が不足しているから 
女性は能力や性質において管理職に向いていないから 
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 
その他 
無回答

♦図35　市の管理職以上の女性職員の比率が少ない理由

全体(n=560)

男性(n=381)

女性(n=165)

資料：戸田市男女共同参画に関する職員意識調査（平成29年度）
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資料：埼玉県「男女参画に関する年次報告」
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本市の総職員数に占める女性職員は、平成 28（2016）年度の時点で 39.3％と約４割を占め
ています。しかしながら、副主幹職（係長）以上の役付職員数に占める女性の割合は 23.9％
にとどまっています。
管理職における男女比の
偏りについては、「第四次
戸田市男女共同参画計画」
までの計画の中でも課題と
してあげられており、これ
までに、市では職員研修や
庁内報を通じての男女共同
参画に関する意識啓発や研
修機会の提供等の取り組み
を推進してきました。
しかしながら、平成 29

（2017）年度の職員意識調
査では、市の管理職以上の女性職員の比率が少ない理由として、女性職員の 37.6％が「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」ということをあげています。
職場における機会を均等化すると同時に、男女ともに仕事と家庭生活を両立しやすい環境
づくりへの取り組みを積極的に推進する必要があります。

庁内の男女共同参画の推進施策13

現状と課題
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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
◇育児休業取得の促進【新規】

職員の男女共同参画の意識づくり

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

47
協働推進課
人事課

平成29年度の県内市
町村の役付職員割合
（28.6%）を基に設定
※小数点第1位で繰り上げ

役付職員（副主幹職
以上）に占める女性
の割合

配偶者が出産した男
性職員のうち育児休
業を取得した人の割
合

埼玉県男女共同参画
基本計画（平成29～
33年度）の目標値
（15%）を基に設定

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

13.2
（2017年度）

24.1
（2017年度）

%

29.0
（2027年度）

%

% %

15.0
（2027年度）

役付職員に占める女性の割合を県内
市町村平均まで増やします。

男性職員の育児休業取得率を高めま
す。

（29）職員の男女共同参画の意識づくり
職場全体に男女共同参画の意識が定着するように、庁内報や研修会等様々な機会を活用し
て啓発を行います。

指　標

施策の方向
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女性職員を庁内の多様な部署において登
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

◇女性職員へのキャリアに関する研修機
会の提供【新規】

女性職員の管理職等への
登用促進と職域の拡大

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

48
人事課

庁内の女性職員が、出産、育児、介護等の
ライフイベントにかかわりなく、経験を積
み重ね、その意思と能力を十分に活かす
ことができるように、職場環境の整備と人
材育成への支援を推進します。
【具体的な事業】
◇職場環境の改善
◇ネットワークの形成
◇研修等によるスキルアップ
◇情報発信

「女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」
の円滑な推進

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

49 人事課

（30）女性職員の登用促進と職域拡大
女性職員が様々な分野で活躍する機会を得られるよう、多様な職域への配置と研修等の能
力開発の機会を提供します。

（31）「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」の円滑な推進
組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、行動計画を策定し、計画に基づく施

策を着実に推進します。
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平成29年度の『市民
意識調査』における男
女共同参画社会基本
法の認知度（13.1％）
を基に設定
※小数点第1位で繰り上げ

『市民意識調査』にお
いて、用語の認知度
で「戸田市男女共同
参画推進条例」とい
う言葉について「お
およその内容まで
知っている」と回答し
た人の割合

指　標 指標の定義当　初 最終目標 目標値設定の根拠

3.0
（2017年度）

％

14.0
（2027年度）

％
戸田市男女共同参画推進条例を知っ
ている人の割合を増やします。

新規

この計画を実効性のあるものにし、男女共同参画社会の実現に向けて施策を着実に推進し
ていくためには、全庁的に取り組むための体制の整備と、計画の進捗状況を確認し、その評
価を元に次の段階の改善につなげていく仕組みの構築が重要であるといえます。
また、「戸田市男女共同参画推進条例」にも定められているとおり、市民、事業者、市がそ
れぞれの責務を果たし、連携・協力していくことで、より効果的に男女共同参画を推進する
ことが期待されます。
さらに、市は、国・県や他の地方公共団体等と情報交換や要望を行ったり、連携するなどして、
重層的な体制で男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進することが必要です。

連携と協力による推進体制の整備施策14

現状と課題

指　標
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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及び職員意識調査の実施
◇関連事業の進捗状況調査の実施
◇進捗状況調査結果の公表【新規】

計画の進行管理体制
の充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

51 協働推進課

全庁的に男女共同参画を促進するため、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

庁内の推進体制の
充実

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

50 協働推進課

施策の方向
（32）庁内の推進組織の充実
戸田市男女共同参画庁内検討会議を中心として、全庁的な体制で男女共同参画の推進に取
り組みます。

（33）計画の進行管理の実施
計画に基づく施策の進捗状況や、市民の男女共同参画に関する意識等の実態を定期的に調
査するなど、計画の着実な進行管理を行います。
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男女共同参画社会実現に向けての計画策
定や仕組みづくりを市民と連携・協力して
推進するとともに、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委員会の開
催

◇あいパル運営委員会の開催

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
◇市民との協働による啓発事業の実施
【新規】
◇あいパルの男女共同参画に関する取り
組みへの市民ボランティアの活用
【新規】

男女の労働者の雇用機会均等や、ワーク・
ライフ・バランス等を推進するため、事業
所と連携しながら施策を推進します。
【具体的な事業】
◇男女雇用機会均等法の普及・啓発
【再掲】
◇商工会等との連携による啓発【再掲】
◇働き続けられる環境整備【新規】【再掲】

市民参加の計画の推進体制の充実

計画推進に関する市民参加の促進

計画推進に関する事業所との連携

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

52

53

54

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

協働推進課
経済政策課

協働推進課
あいパル
（福祉総務課）

（34）計画推進に関する市民・事業者との連携
この計画の推進にあたっては、「戸田市男女共同参画推進委員会」を中心として、計画の進
捗状況の確認や市民の幅広い意見の反映に努めます。また、市民・事業者・市がそれぞれの
役割を担い、連携・協力して計画を推進します。

（35）国・県等との連携
計画の推進にあたり、国・県等の方針や施策を本市の施策に反映させるとともに、市単独
の対応が困難な、国・県の制度によるべき施策等については、積極的な要望を行います。

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

国・県等関係機関との連携

具体的取り組み 施策の内容 担当課所No

55 協働推進課

施策の方向
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