
新旧対照表

目標-主要課題-施策の方向 (6-19-43) 推進目標-施策の柱-施策の方向 (6-18-37)

Ⅰ Ⅳ 人権を含めた意識づくりに変更

1 8 変更なし

(1) 男女共同参画の啓発･意識改革 (16) 男女共同参画の啓発･意識改革 変更なし

(2) 国際理解の推進による啓発･意識改革 (17) 国際理解の推進による啓発･意識改革 変更なし

(3) 男女共同参画に関する情報収集･提供の充実 (18) メディアにおける人権の尊重 Ⅱ-5-(13)から移動

2 9 変更なし

(4) 学校や家庭での教育の充実 (19) 学校や家庭での教育の充実 変更なし

(5) 生涯学習の充実 (20) 生涯学習の充実 Ⅰ-2-(5)･Ⅰ-3-(7)を統合

3 10 表現等変更

(6) 男女共同参画センターの充実 (21) 男女共同参画の推進拠点の活用促進 表現等変更

(7) 生涯学習関連施設との連携 (22) 男女共同参画に関する情報収集･提供の充実 Ⅰ-1-(3)から移動

Ⅱ Ⅰ 表現等変更

4 1 変更なし

(8) 暴力を許さない意識の醸成 (1) 暴力を許さない意識の醸成 変更なし

(9) 被害者への支援体制の充実 (2) 被害者への支援体制の充実 Ⅱ-4-(9)･(10)を統合

(10) 連携体制の充実 (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 Ⅱ-5-(12)から移動

5

(11) 人権の視点から性を尊重する意識啓発と性に関する指導の実施

(12) ストーカー､児童虐待等に対する支援の充実

(13) メディアにおける人権の尊重

6 2 変更なし

(14) 相談窓口の充実･利用促進 (4) 相談窓口の充実･利用促進 Ⅱ-6-(14)･(15)を統合

(15) 各相談窓口との連携

3

(5) 人権尊重に関する意識の醸成

(6) 性的少数者への理解の促進

Ⅲ Ⅲ 表現等変更

7 6 表現等変更

(16) 子育て支援サービスの推進 (12) 家庭生活との両立をめざす職場づくり Ⅳ-11-(27)より移動

(17) 地域における子育て環境の整備 (13) 男女の家事・育児への共同参画支援 Ⅴ-14-(32)より移動

(18) ひとり親家庭の生活安定と自立支援

8 7 Ⅲ-7･8 表現･内容等変更

(19) 高齢者の自立支援と生きがいづくり (14) 子育て支援の拡充 Ⅲ-7-(16)･(17)･(18)を修正･統合

(20) 障害者の自立支援と生きがいづくり (15) 介護を支援する体制の整備 新規:Ⅲ-8-(19)･(20)を修正

9

(21) 女性の健康管理の充実

(22) 男女ともにライフサイクルに沿った健康づくり

Ⅳ Ⅱ 変更なし

10 4 変更なし

(23) 雇用の場における男女共同参画の推進 (7) 雇用の場における男女共同参画の推進 Ⅲ-10-(23)･Ⅳ-11-(26)を統合

(24) セクシュアル・ハラスメントに対する取り組みの充実 (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 変更なし

(25) 自営業等における男女共同参画の推進 (9) 自営業等における男女共同参画の推進 変更なし

11

(26) パートタイム･派遣労働者等の労働条件向上のための環境整備

(27) 家庭生活との両立をめざす職場づくり

12 5 変更なし

(28) 職場能力開発のための支援 (10) 職業能力開発のための支援 変更なし

(29) 女性の起業､再就職に関する情報の収集･提供 (11) 女性の再就職､起業の支援 表現等変更

Ⅴ Ⅴ 表現等変更

13 11 変更なし

(30) 審議会等における男女共同参画の促進 (23) 審議会等における男女共同参画の促進 変更なし

(31) 人材の発掘と育成 (24) 女性の人材発掘とリーダーの育成 Ⅴ-13-(31)･15-(34)を統合

14

(32) 男性の家事･育児への参加促進

15 12 変更なし

(33) 地域･社会活動への参画促進と環境づくり (25) 地域･社会活動への参画促進と環境づくり 変更なし

(34) 女性リーダーの育成 13

(35) 地域､防災､環境の分野における男女共同参画の推進 (26) 地域防災における男女共同参画の推進

(27) 地域防犯における男女共同参画の推進

14 表現等変更

(28) 性を尊重する意識啓発と性に関する指導の実施 Ⅱ-5-(11)より移動

(29) 女性の健康管理の充実 Ⅲ-9-(21)より移動

(30) 男女ともにライフサイクルに沿った健康づくり Ⅲ-9-(22)より移動

Ⅵ Ⅵ 変更なし

16 15 変更なし

(36) 職員の男女共同参画の意識づくり (31) 職員の男女共同参画の意識づくり 変更なし

(37) 女性職員の登用促進と職域拡大 (32) 女性職員の登用促進と職域拡大 変更なし

17 (33) 「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 新規

(38) 庁内の推進組織の充実 16 変更なし

(39) 計画の進行管理の実施 (34) 庁内の推進組織の充実 変更なし

(40) (仮称)男女共同参画推進条例の検討 (35) 計画の進行管理の実施 変更なし

18 17 表現等変更

(41) 市民の推進組織の充実 (36) 計画推進に関する市民参画の促進 Ⅵ-18-(41)･(42)を統合

(42) 計画推進に関する市民ボランティアの活用 18 変更なし

19 (37) 国･県等との連携 変更なし

(43) 国･県等との連携

統合しているもの 新規としたもの

施策の柱の変更にともない､施策の方向の位置を変更したもの 赤字 第１回推進委員会以降に変更となった箇所

削除したもの

市民参画による計画推進

国･県等との連携

子育てや介護を支援する体制の整備

ワーク･ライフ･バランスの推進

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)

庁内の男女平等の推進

庁内の推進体制の確立

国･県等との連携

推進体制の整備

性と生殖に関する健康と権利の尊重

防災及び防犯における男女共同参画

市民協働による計画推進

新規:Ⅴ-15-(35)の防災部分を拡大

新規

第４次計画体系 第５次計画体系

男女共同参画の意識づくり 男女共同参画及び人権尊重の意識づくり

男女共同参画意識の啓発 男女共同参画意識の啓発

男女共同参画の視点に立った教育･学習の充実

男女共同参画の推進拠点の充実

配偶者等からの暴力に対する施策の充実

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)

政策･方針決定過程への女性の参画促進

地域活動における男女共同参画

安全安心で豊かなより良い暮らしを育む環境づくり

相談体制の充実

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)

働く場における男女平等の推進

職業能力の開発と就業機会の拡大

性差による差別をなくすための施策の充実

推進体制の整備

あらゆる分野における男女共同参画の促進

政策･方針決定過程への女性の参画促進

家庭生活における男女共同参画

地域活動における男女共同参画

庁内の男女平等の推進

庁内の推進体制の確立

働く場における男女平等の推進

就業環境の整備

職業能力の開発と就業機会の拡大

人権の尊重と男女平等の推進(戸田市DV防止基本計画)

男女共同参画の視点に立った教育･学習の充実

男女共同参画センターの機能充実

配偶者等からの暴力に対する施策の充実

男女ともに働きやすい職場づくり

高齢者･障害者の自立支援と介護の社会的支援の充実

人権尊重に基づく性の理解と尊重

相談体制の充実

豊かな暮らしを育む環境づくり

子育て支援の拡充

生涯を通じた健康づくり


