
第１章 計画の策定にあたって 

 
１．計画策定の趣旨                             

 

戸田市では、平成 21（2009）年３月に「第四次戸田市男女共同参画計画～とだ あ

んさんぶるプラン～」（平成 21 年度～30 年度）を策定、平成 26（2014）年３月に

は、社会経済環境の変化等によって新たに認識された課題に対応するために、計画内容

を見直して改訂版を策定し、男女共同参画推進に関するさまざまな施策や事業を推進し

てきました。さらに、平成 28（2016）年には、男女共同参画社会の実現を目指して、

市、事業者、行政がそれぞれの責務を果たすことを定めた「戸田市男女共同参画推進条

例」を制定しました。 

前期計画期間中の社会情勢や法改正等の動きに目を向けますと、平成 23（2011）年

の東日本大震災や平成 28（2016）年の熊本地震等の大きな災害の発生があげられます。

このような災害の経験を経て、防災、復興分野における男女共同参画の視点の重要性が

広く認識されるようになりました。また、女性の就業率が増加するに伴い、保育園の待

機児童問題やワーク・ライフ・バランスについての関心が高まっています。さらに、配

偶者等からの暴力（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント等の暴

力を減らすための取り組みもますます必要とされています。 

法改正の点では、平成 27（2015）年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」（以下、「女性活躍推進法」と略す）が成立し、働く場で活躍したい女性が

その個性と能力を十分に発揮できるように、国や地方公共団体及び事業主の責務が定め

られました。 

また、国においては、平成 27（2015）年に「第４次男女共同参画基本計画」が策定

され、埼玉県においても、平成 29（2017）年に「埼玉県男女共同参画基本計画」及び

「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第４次）」が策定されました。 

こうした状況を踏まえて、誰もがお互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

性別、性的指向、性自認にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮できる男女共同参

画社会の実現を目指し、計画の策定を行うこととしました。 

 

２．計画の位置づけ                             

 

●この計画は、男女共同参画社会を実現するため、総合的・計画的に推進するための基

本となるものです。 

●この計画は、「戸田市男女共同参画推進条例」第８条第１項に基づいて策定しています。 

●この計画は、「男女共同参画社会基本法」の第 14 条第３項に基づいて策定しています。 

●この計画は、「男女共同参画社会基本法」、国の「第４次男女共同参画基本計画」、埼玉

県の「埼玉県男女共同参画基本計画」を踏まえるとともに、「戸田市第４次総合振興計
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画」との整合性を図っています。 

●この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３

第３項に基づく「市町村基本計画」（戸田市ＤＶ防止基本計画）として位置づけをして

います。 

●この計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づ

く「市町村推進計画」（戸田市女性活躍推進計画）として位置づけをしています。 

●この計画の策定にあたっては、平成 29（2017）年度に「戸田市男女共同参画に関す

る市民意識調査」（以下「市民意識調査」）及び「男女共同参画に関する戸田市職員意

識調査」を実施し、「戸田市男女共同参画推進委員会」及び「戸田市男女共同参画庁内

検討会議」による協議を行い、さらにはパブリックコメントで市民の方々から、ご意

見やご提案をいただき策定したものであり、本市における男女共同参画社会の実現に

向けた総合的、包括的な施策への取り組みの指針とするものです。 

 

３．計画の期間                             

 
この計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 40（2028）年度の 10 年間と

します。 

ただし、国内外の動向や社会情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図ることから、

必要に応じて見直すこととします。 
 
 

４．策定の基本的視点                             

 

この計画の理念については「戸田市男女共同参画推進条例」の基本理念に基づいて設

定しています。計画の体系中の「推進目標」、「施策の柱」、「施策の方向」、「具体的な取

り組み」については、前計画の施策を引き継ぎつつ、「戸田市男女共同参画推進条例」、

「戸田市第４次総合振興計画」、国・県の「男女共同参画基本計画」や社会情勢等の変化

を踏まえ、追加や一部見直しを行っています。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

 
１．条例の基本理念と計画の理念及び推進目標                             

 

本市では「戸田市男女共同参画推進条例」（以下、「条例」と略す）を制定し、平成 28

（2016）年 10 月１日から施行しています。条例では、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の実現を目指して、次の７つの

基本理念を掲げています。 

●性別、性的指向、性自認による差別的な取扱いや暴力を根絶し、誰もが個人として尊

重されること。 

●誰もが、性別による固定的な役割分担の意識にとらわれることなく、その個性と能力

を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。 

●誰もが、性別、性的指向、性自認に関わりなく、社会のあらゆる分野における活動の

方針の立案や決定に参画する機会が確保されること。 

●学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育の場において、男女共同参画社会を支える

意識の形成に向けた取組が行われること。 

●家族を構成する者が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他

の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こと。 

●誰もが、性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する健康と権利が

生涯にわたり尊重されること。 

●国際社会や国内における男女共同参画に関する取組を積極的に理解すること。 

 

誰もが個性と能力を十分に発揮し、豊かでいきいきと暮らせるまちを目指して、この

計画の理念を次のように設定します。 

 

             
 

※計画の理念については、今後の計画案策定の議論を踏まえた上で設定する予定です。 

委員の皆さんとともに十分な検討を重ねたいと考えています。 

《参考例》 

○パートナーシップで男女共同参画をめざすまち とだ 

（第四次戸田市男女共同参画計画 基本理念） 

○一人ひとりの個性と意思を尊重し 男女共同参画でつくる未来のとだ 

○違いを認めあい、支えあって、みんなが輝けるまち とだ 

計画の理念 
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条例の基本理念及び計画の理念に基づき、推進目標を次のように定めます。 

 

目標 Ⅰ  「差別や暴力を根絶するための体制づくり」 

目標 Ⅱ  「男女ともに働きやすい職場づくり」 

目標 Ⅲ  「仕事と生活の調和を実現するための環境づくり」 

目標 Ⅳ  「男女共同参画及び人権尊重の意識づくり」 

目標 Ⅴ  「安全安心で豊かなより良い暮らしを育む環境づくり」 

目標 Ⅵ  「推進体制の整備」 

 

なお、「目標Ⅰ 差別や暴力を根絶するための体制づくり」の施策の柱１・２に基づく

施策は「戸田市ＤＶ防止基本計画」、「目標Ⅱ 男女ともに働きやすい職場づくり」と「目

標Ⅲ 仕事と生活の調和を実現するための環境づくり」に基づく施策は「戸田市女性活

躍推進計画」として位置づけます。 

 

 

  

＜「計画の理念」決定までの流れ＞ 

第１回推進委員会：各委員に計画の理念候補を考案していただきます（宿題） 

第２回推進委員会：各委員からの計画の理念候補の提出 

→（集計して第３回委員会へ） 

第３回推進委員会：計画の理念候補をもとに検討。 
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２．優先的に取り組むべき重点課題                             

 
本市における男女共同参画の推進にあたって、最近の男女共同参画に関する動向や第

四次戸田市男女共同参画計画における本市の取り組みを踏まえて、次の３つを「第五次

戸田市男女共同参画計画」で優先的に取り組むべき重点課題とします。 

   なお、計画の見直しを行う際は、その時の社会情勢等に対応するよう、必要に応じて

重点課題の見直しも行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（条例 第３条(1)、第７条に基づく） 

「戸田市男女共同参画推進条例」では、“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、これを次世代につなげていくことが重要です”とうたっています。 

性別や性的指向、性自認によって、差別されたり、生きづらい状況に置かれること

がないように、広く意識啓発を行ったり、学校や行政、職場などにおいて様々な配慮

をすることが必要です。 

また、現代は、血縁関係のない家族、同性カップルやシェアハウスに住む人たち、

外国人の家族など、様々な家族のあり方が見られます。家族の形態の違いによって権

利を制限されたり、差別的な取り扱いを受けることがないように、多様な生き方につ

いての意識啓発を推進します。 

 

 
 

・男女共同参画の啓発・意識改革 

・メディアにおける人権の尊重 

・人権尊重に関する意識の醸成 

・性的少数者への理解の促進 

 
 
 
 
 

重点課題１ 多様な生き方への理解の促進 

主な事業内容 

＜「重点課題」の選定について＞ 

第１回推進委員会：下記の６つの案から３つの重点課題を選定。内容について

ご意見をいただく。 

第２回推進委員会：選定した重点課題の内容について、修正したものを提示し、

ご確認いただいた上で確定。 
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（条例 第３条(1)、第７条第１項に基づく） 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行

為などはすべて犯罪であり、重大な人権侵害にあたります。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人は 8.8％、身近で見聞きしたことが

ある人は 34.5％いました。そして、被害者の多くは女性です。その背景には、男女の

社会的地位や経済力の格差、固定的な性別役割分担意識などの社会的・構造的問題があ

り、男女共同参画社会の実現に向けて、暴力の根絶に重点的に取り組む必要があります。 

また、市民意識調査では、恋人からＤＶを受けたことがある人が 4.4％となってお

り、若い世代における交際相手からの暴力（デートＤＶ）被害の実態も確認されてい

ます。DV 防止に向けた取り組みとして、若い年齢からのＤＶ防止啓発等が必要とい

えます。 

被害者等に対する支援として相談窓口は重要な機能ですが、市民意識調査では市の

事業の DV 相談の認知度は 14.9％とあまり高くありません。まずは、相談窓口につ

いて広く周知を図ることが重要です。あわせて、庁内外の各関係機関の連携を強化し、

相談体制の充実や被害者の支援体制の充実を推進していきます。その際には、相談に

来た被害者を不用意な言葉で傷つけたり、加害者に被害者の居所を知らせてしまう等

の二次被害を発生させないような配慮が必要となります。 

 

 
 

・暴力を許さない意識の醸成（中学生向けデート DV 防止講演会の実施） 

・被害者への支援体制の充実 

・連携体制の充実 

・相談窓口の充実・利用促進 

・各相談窓口との連携 

・啓発活動の充実 

 

 

 

 

（条例 第３条(2)、第６条、第 11条に基づく） 

少子高齢化、人口減少社会を迎える中で、社会経済を維持・発展させていくために

は、女性の力の発揮が必要不可欠です。しかし、現状をみると、子育て・家事と仕事

との両立の困難などから、生涯を通じて就業を継続できる女性はあまり多くありませ

ん。勤続期間が短いことなども影響して、女性労働者の賃金は男性労働者よりも低く

抑えられ、管理職に占める女性の割合もきわめて低いという偏った状況がみられます。

また、固定的性別役割分担意識の影響で、共働きでも女性への家事責任の負担が偏っ

ていたり、男性が長時間労働を強いられる事例が多くみられます。 

重点課題２ ＤＶなどの暴力の防止と被害者への支援体制の充実 

主な事業内容 

重点課題３ 女性活躍を推進するための環境整備の促進 
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働く場において、女性がその個性と能力を十分に発揮できるためには、子育てや介

護などのライフイベントの有無にかかわらず、働き続けられる環境の整備が重要です。

また、女性の管理職が増えることは、経営や人事労務管理における多様性の確保につ

ながります。 

今後、女性の活躍を推進していくためには、まず、固定的性別役割分担意識の解消

が必要不可欠です。その上で、子育てや介護などを支援する十分な環境を整備するこ

とも重要です。さらに、家庭生活を支えるには女性だけではなく男性の参加も必要で

あるという観点から、ワーク・ライフ・バランスの重要性を社会全体で認識すること

が必要です。 

職場における課題としては、男女労働者に対する仕事と家庭の両立支援のほか、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差

別的取り扱い禁止の徹底が求められます。また、女性の人材育成策の充実も必要不可

欠です。 

さらに、社会全体で女性が活動しやすい環境を整備するためには、政策やあらゆる

組織の意思決定過程において、多くの女性が参画できる機会が増えていかなければな

りません。 

本市においては、市の審議会や委員会等において女性の委員の登用機会を増やすと

ともに、庁内においても性別の偏りのない登用、女性職員の職域の拡大を推進してい

きます。 

また、自治会や NPO 等の地域社会や民間を中心とする活動についても、役員構成

等で性別が大きく偏ることがないよう、意識啓発等を推進します。 

 

 
 

・子育て支援の拡充 

・介護を支援する体制の整備 

・家庭生活との両立をめざす職場づくり 

・男性の家事・育児への参加促進 

・女性の再就職、起業の支援 

・多様な働き方を選択できる環境の整備 

・雇用の場における男女共同参画の推進 

・セクシュアル・ハラスメント等に対する取り組みの充実 

・自営業等における男女共同参画の推進 

・職業能力開発のための支援 

・審議会等における男女共同参画の促進 

・女性の人材発掘とリーダー育成 

・地域・社会活動への参画促進と環境づくり 

 

  

主な事業内容 

7 
 



 
 

（条例 第 12条に基づく） 

東日本大震災や熊本地震、台風による水害等、近年は毎年のように大きな災害が発

生しています。こうした災害時における避難所運営や復興のあり方に女性の視点を反

映することの重要性が広く認識されつつあります。たとえば、備蓄品に女性が必要と

する日用品を装備したり、固定的な性別役割分担意識を排した避難所運営を行ったり、

被災地や避難所等における性暴力被害発生の防止への取り組みを行うことなどが必要

とされます。 

いつ起こってもおかしくない災害に対応するためには、防災対策を推進する過程に

おいて男女共同参画の視点を反映する仕組みづくりが必要です。具体的には、地域防

災計画の策定委員会や防災会議において女性の委員を登用したり、防災マニュアルを

作成するにあたり、女性への配慮を記載することなどが考えられます。 

また、行政だけではなく、自主防災組織やボランティア団体等の地域コミュニティ

組織への女性の積極的な参画を促進する工夫も必要です。 

 

 
 

・地域防災における男女共同参画の推進 

・地域・社会活動への参画促進と環境づくり 

 
 
 

（条例 第３条(6)に基づく） 

性と生殖の問題は、人間の尊厳に深く関わっています。リプロダクティブ・ヘルス・

ライツとは、人々が安全で充実した性生活を営み、誰もが生殖に関して自己決定権を

持つことを意味しています。そのためには、自分やパートナーの人権と意思を尊重し、

性と生殖に関して正しい知識を持つことが重要です。 

生涯を通じて満ち足りた性生活を送り、健康で安全に妊娠・出産するために、若い

年齢から性教育を受けられる環境が必要となります。また、性暴力の被害を減らすた

めにも性教育の充実は必要不可欠といえます。 

 

 
 

・性を尊重する意識啓発と性に関する指導の充実 

・女性の健康管理の充実 

・男女ともにライフサイクルに沿った健康づくり  

重点課題４ 防災体制における男女共同参画の推進 

主な事業内容 

重点課題５ 人権尊重の視点からの性教育の充実 

主な事業内容 
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（条例 第３条(4)、第 14 条に基づく） 

「上戸田地域交流センター『あいパル』」は、平成 26 年度末に閉館した「戸田市男

女共同参画センター『ビリーブ』」の機能を引き継ぎ、「子どもから高齢者まで、誰も

が利用しやすい施設」をコンセプトに、男女共同参画の推進拠点であるほか、福祉セ

ンター、生涯学習施設、図書館分館としての機能を併せ持つ複合施設として、地域住

民に親しまれています。しかし、市民意識調査では、「あいパル」の男女共同参画事業

の認知度は 16.5％となっており、決して高い認知度ではありません。「あいパル」が

男女共同参画の推進拠点として十分に活用されるためには、今まで以上に男女共同参

画事業の認知度を向上させるための取り組みが必要です。 

また、男女共同参画社会実現のための施策を推進するためには、国際的な潮流も含

めて男女共同参画に関する情報を収集し、住民に向けて広く意識啓発や情報発信を行

う機能の充実が重要です。「あいパル」の男女共同参画情報コーナーと図書館分館を中

心として、情報の収集及び発信を推進していきます。 

さらに、複合的な機能を持つ「あいパル」の特性を生かし、生涯学習等様々な局面

からの男女共同参画に関する意識啓発や、男女共同参画社会実現に向けての活動拠点

としての機能の充実を図ります。 

 

 
 

・男女共同参画の啓発・意識改革 

・国際理解の推進による啓発・意識改革 

・男女共同参画の推進拠点の充実 

・男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 

 
 
  

重点課題６ 男女共同参画を推進する拠点の活用促進 

主な事業内容 
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条例・基本理念(2) 

条例・基本理念(1)、(3) 

条例・基本理念(2)、(5) 

条例・基本理念(4)、(7) 

条例・基本理念(3) 、 (5)、(6) 

条例・基本理念(2)、(3) 

３．計画の体系                             

 推進目標  

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戸田市男女共同参画推進条例 

基本理念   （第 3 条） 

 

（１）性別、性的指向、性自認による差別的

な取扱いや暴力を根絶し、誰もが、個

人として尊重されること。 

（２）誰もが、性別による固定的な役割分担

の意識にとらわれることなく、その個

性と能力を十分に発揮し、自らの意思

と責任により多様な生き方を選択で

きること。 

（３）誰もが、性別、性的指向、性自認に関

わりなく、社会のあらゆる分野におけ

る活動の方針の立案や決定に参画す

る機会が確保されること。 

（４）学校教育、生涯学習その他のあらゆる

教育の場において、男女共同参画社会

を支える意識の形成に向けた取組が

行われること。 

（５）家族を構成する者が、相互の協力と社

会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の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

むことができること。 

（６）誰もが、性に関する理解を深め、妊娠、

出産その他の性と生殖に関する健康

と権利が生涯にわたり尊重されるこ

と。 

（７）国際社会や国内における男女共同参画

に関する取組を積極的に理解するこ

と。 

Ⅰ 差別や暴力を根絶する

ための体制づくり 

【戸田市DV防止基本計画】 

（施策の柱 1・2） 

Ⅱ 男女ともに働きやすい

職場づくり 

【戸田市女性活躍推進計画】 

Ⅲ 仕事と生活の調和を実現

するための環境づくり 

【戸田市女性活躍推進計画】 

Ⅳ 男女共同参画及び人権

尊重の意識づくり 

Ⅴ 安全安心で豊かなより

良い暮らしを育む環境

づくり 

Ⅵ 推進体制の整備 
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施策の柱 施策の方向 備 考 

 

1 
配偶者等からの暴力に対す

る施策の充実 

(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 *第四次・施策の方向(10)を統合 

(3) 
ストーカー、児童虐待等に対する支

援の充実 

 

2 相談体制の充実 (4) 相談窓口の充実・利用促進 *第四次・施策の方向(15)を統合 

3 
性差による差別をなくすため
の施策の充実 

(5) 人権尊重に関する意識の醸成 *新規 

(6) 性的少数者への理解の促進 *新規  

     

4 
働く場における男女平等の

推進 

(7) 雇用の場における男女共同参画の推進 *第四次・施策の方向(26)を統合 

(8) 
セクシュアル・ハラスメント等に対す

る取り組みの充実 

 

(9) 自営業等における男女共同参画の推進  

5 
職業能力の開発と就業機会

の拡大 

(10) 職業能力開発のための支援  

(11) 女性の再就職、起業の支援  

     

6 
ワーク・ライフ・バランスの推

進 

(12) 家庭生活との両立をめざす職場づくり  

(13) 男性の家事・育児への参加支援  

7 
子育てや介護を支援する体

制の整備 

(14) 子育て支援の拡充 *第四次・施策の方向(17)を統合 

(15) 介護を支援する体制の整備 *新規  

     

8 男女共同参画意識の啓発 

(16) 男女共同参画の啓発・意識改革  

(17) 国際理解の推進による啓発・意識改革  

(18) メディアにおける人権の尊重  

9 
男女共同参画の視点に立っ
た教育・学習の充実 

(19) 学校や家庭での教育の充実  

(20) 生涯学習の充実 *第四次・施策の方向(7)を統合 

10 
男女共同参画の推進拠点の

充実 

(21) 
男女共同参画の推進拠点の活用促

進 

 

(22) 
男女共同参画に関する情報収集・提

供の充実 

 

     

11 
政策・方針決定過程への女

性の参画促進 

(23) 審議会等における男女共同参画の促進  

(24) 女性の人材発掘とリーダー育成 *第四次・施策の方向(34)を統合 

12 地域活動における男女共同参画 (25) 地域・社会活動への参画促進と環境づくり  

13 
防災及び防犯における男女

共同参画 

(26) 地域防災における男女共同参画の推進 *新規 

(27) 地域防犯における男女共同参画の推進 *新規 

14 
性と生殖に関する健康と権

利の尊重 

(28) 
性を尊重する意識啓発と性に関する

指導の実施 

 

(29) 女性の健康管理の充実  

(30) 
男女ともにライフサイクルに沿った健

康づくり 

 

     

15 庁内の男女平等の推進 

(31) 職員の男女共同参画の意識づくり  

(32) 女性職員の登用促進と職域拡大  

(33) 
「女性職員の活用の推進に関する特

定事業主行動計画」の円滑な推進 
*新規 

16 庁内の推進体制の確立 
(34) 庁内の推進組織の充実  

(35) 計画の進行管理の実施  

17 市民協働による計画推進 (36) 計画推進に関する市民参画の促進 *第四次・施策の方向(41)(42)を統合 

18 国・県等との連携 (37) 国・県等との連携  
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