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計画策定の趣旨

ビリーちゃん
ビリーちゃん

リブち
ゃん

リブち
ゃん

　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～」を策定、平成26（2014）年３月には改訂版を策定し、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、「戸田市男女共同参画
推進条例」（以下、「条例」といいます）を制定しました。
　また、社会情勢や法改正等の動きに目を向けますと、度重なる大災害の発生の経験から、防災、復
興分野における男女共同参画の重要性が広く認識されるようになりました。また、平成27（2015）
年８月に「女性活躍推進法」が成立し、働く場において女性が活躍できるような環境整備の促進が
定められました。
　「第五次戸田市男女共同参画計画～とだ　あんさんぶるプラン～」は、こうした状況を踏まえて
策定されたものです。

条例の基本理念
◆人権の尊重
◆多様な生き方の選択　◆参画する機会の確保　◆男女共同参画意識の教育
◆ワーク・ライフ・バランス（家庭生活と職場・地域活動の調和）
◆リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性に関する理解と性と生殖に関する健康・権利）の尊重
◆国際社会・国内での取組の理解

みんなが認めあい・支えあい・輝くまち　とだ

　「ビリーちゃん」と「リブちゃん」は、胎児がはじめに歩む
進化の形ともいわれる勾玉のイメージから生まれました。
　「男性または女性になる前の一つの命として向かい合い、
共に協力し合って生きていきましょう」という願いが込めら
れています。
　“男と女が共に信頼し合い、助け合い、力の出し合える男
女共同参画社会を築いていこう”という意味を込めた『ビ
リーブ（Believe）』から、「ビリーちゃん」「リブちゃん」と名
付けられました

計画策定の趣旨

計画の理念

条例の基本理念を受けて、この計画の理念を次のように設定します。

戸田市男女共同参画キャラクター「ビリーちゃん」「リブちゃん」
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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。
※国内外の動向や社会情勢の変化に対応し、必要に応じて見直すこととします。

戸田市
DV防止
基本計画

戸田市
女性活躍
推進計画

計画の目標・体系

目　標 施　策

認めあい

支えあい

お互いの人権を
大切にできるまち

目標Ⅰ 1.身近な人からの暴力被害の根絶

2.男女共同参画及び多様な性に関する意識啓発

3.男女共同参画の視点に立った教育・学習の支援

進める 連携と協力で
取り組みを進める

まち

目標Ⅳ 12.男女共同参画の推進拠点の充実

13.庁内の男女共同参画の推進

14.連携と協力による推進体制の整備

地域や家庭の
暮らしを
支えあえる
まち

目標Ⅱ 4.地域活動における男女共同参画の推進

5.防災及び防犯における男女共同参画の推進

6.ワーク・ライフ・バランスの推進

7.子育てや介護を支援する体制の整備

輝く いきいきと
活躍できる
まち

目標Ⅲ 8.働く場における男女共同参画の推進

9.女性の就業・起業の支援

10.政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

11.生涯を通じた健康づくりへの支援
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　性別や性的指向、性自認、立場などが違っていたとしても、一人ひとりの人格を認めあい、差別
を許さない意識啓発を充実させます。また、暴力をもって人を支配したり、苦しめたりすることは
重大な人権侵害であるという意識の浸透を進め、身近な人からの暴力被害を根絶するための取
り組みを推進します。

１．身近な人からの暴力被害の根絶

◇パートナーや恋人間の暴力を防ぐ意識づ
くりを進め、ＤＶ被害者を守る体制を充
実します
◇ＤＶに関連して起こるストーカー犯罪や
子どもへの虐待の被害者を支援します

◇人権尊重や男女共同参画に関する意識づ
くりを進めます
◇性的マイノリティの人々への理解を進め
ます
◇海外の男女共同参画の動向の把握や市内
在留外国人との共生を進めます。
◇広報など発刊物における固定的な性別役
割分担や差別的な表現を避けます

2．男女共同参画及び多様な性に関する意識啓発

３．男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

◇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。 2校
（2017年度）

全6校
(2027年度）

◇DV相談を知っている人の割合を増やします。 14.9％
（2017年度）

30％
(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。【新規】

◇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。【新規】

7校
（2017年度）

全12校
(2027年度）

指 標

同性を好きな人や、自分の性に違和感
を覚える人など、性的指向や性自認に
おいて少数者である人々のことを意味
しているよ。

学校でも家庭でも男ら
しさ、女らしさにこだ
わらない教育や子育て
を行いましょう。

◇学校や家庭において性別にかかわりなく、
個性を伸ばせる教育の充実を図ります
◇生涯にわたる学習機会を充実させます

1.身近な人からの
暴力被害の根絶

2. 男女共同参画及び
多様な性に関する
意識啓発

3.男女共同参画の
視点に立った教育・
学習の充実

34.2％
（2017年度）

44％
(2027年度）

18.0％
（2017年度）

38％
(2027年度）

施　策 指　標 当　初 最終目標

お互いの人権を大切にできるまち

ひとりで
悩まずに、
相談して！

配偶者や恋人か
らの暴力、絶対に
許しません！

性的マイノリティって？

目標Ⅰ

施 策
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　家族形態が多様化し、少子高齢化も進む中、子育てや介護、地域防災などについてみんなで支
えあいながら、一人ひとりがいきいきとした生活をおくれるような環境整備と体制づくりを推進
します。

◇男女が同じように活動できるような地域
活動・社会活動をめざします

◇地域防災・防犯における女性視点での配
慮と、防災・防犯活動への男女共同参画
を進めます

◇働く人の家庭生活を大切にする職場づく
りを進めます
◇男女ともに家事・育児へ参画できるよう
に応援しています

◇誰もが参画できる環境を作るため、子育
てや介護を行っている家庭を応援します

52.4％
（2017年度）

63％
(2027年度）

75.6％
（2017年度）

86％
(2027年度）

3,795人
（2018年度）

4,200人
（2028年度）

48箇所
（2028年度）

４．地域活動における男女共同参画の推進

５．防災及び防犯における男女共同参画の推進

７．子育てや介護を支援する体制の整備

6．ワーク・ライフ・バランスの推進

施 策

指 標

18.2％
（2017年度）

44％
(2027年度）

10.3％
（2017年度）

18箇所
（2018年度）

21％
(2027年度）

◇地域活動に参加している人の割合を増やします。

◇防災・災害復興対策において、男女の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。　　　　　　【新規】

◇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。

◇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】

施　策 指　標 当　初 最終目標

地域や家庭の暮らしを支えあえるまち

4.地域活動における
 男女共同参画の推進
5.防災及び防犯にお
 ける男女共同参画の推進

6.ワーク・ライフ・
 バランスの推進

7.子育てや介護を支
 援する体制の整備

ワーク・ライフ・
バランスって？

仕事と家庭生活や地域活動などを
うまく組み合わせて、バランスの
とれた働き方や生活のあり方を選
べることだよ。

すべての働く人が仕事と
家庭生活を両立できるよ
うな環境づくりを進めま
しょう。

目標Ⅱ

町会や自治会等
地域活動に男女共に
参加しましょう！
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働く場や政策・方針決定過程において、性別を問わず誰もがその個性と能力を十分に発揮できる
ように、意識啓発や環境整備、人材開発の機会提供を推進します。また、性別やライフステージに
かかわらず誰もがいきいきと活躍できるように、生涯を通じた健康づくりへの支援を充実します。

◇男女が同じように活動できるような地域
活動・社会活動をめざします

◇研修などを通じて職業能力開発を応援し
ます
◇女性の再就職、起業を応援します

◇市政に参画する女性を増やします
◇市民の中から様々な活動のリーダーとな
れる女性を発掘し、人材育成を進めます

◇性を尊重する意識づくりを進めます
◇年齢や性別に配慮した健康づくりを応援
します

8.働く場における男
 女共同参画の推進

◇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。 20.3％
（2017年度）

27％
（2027年度）

◇再就職の支援講座の理解度を高めます。9.女性の就業・起業
 支援

80％
（2027年度）

◇女性の30～39歳の労働力率を高めます。

◇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。

29人
（2017年度）

58人
（2027年度）

85％
（2027年度）

８．働く場における男女共同参画の推進

９．女性の就業・起業の支援

11．生涯を通じた健康づくりへの支援

10．政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

施 策

指 標

10.政策・方針決定
 過程への男女共同
 参画の促進

11.生涯を通じた健
 康づくりへの支援

67.2％
（2015年度）

74％
（2025年度）

27.9％
（2017年度）

78.6％
（2017年度）

40％
（2027年度）

◇健康だと思う人の割合を増やします。

施　策 指　標 当　初 最終目標

いきいきと活躍できるまち

【新規】

【新規】

【新規】

目標Ⅲ

出産等で仕事を
やめた女性の再就職や
起業を応援します。

市の審議会など、政策や
方針を決定する場に、
より多くの女性が
参画できるようにします。

性別にかかわらず均等な
条件のもと働ける環境づ
くりを進めます。

妊娠や出産など女性特有の
健康に着目して、市民の健
康づくりを応援します。
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市民、事業者、市のそれぞれが連携・協力し、さらに、国・県とも連携しながら計画を推進します。

◇男女共同参画を進めるための中心施設
“あいパル”を活用します
◇“あいパル”を中心に、男女共同参画に
関する情報を収集・提供します

◇市役所において、女性職員が活躍できる
チャンスを広げます
◇子育てや介護と仕事の両立を図る市役所
職員が働きやすい環境を整えます

◇この計画の実現に向けて、市役所全体で
取り組みます
◇市民や事業者、国・県などとも協力しな
がら計画を進めます

12.男女共同参画の
 推進拠点の充実

16.5％
（2017年度）

33％
（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。

13.庁内の男女共同
 参画の推進

24.1％
（2017年度）

29％
（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。

12．男女共同参画の推進拠点の充実

13．庁内の男女共同参画の推進

14．連携と協力による推進体制の整備

施 策

指 標

14.連携と協力による
 推進体制の整備

13.2％
（2017年度）

15％
（2027年度）

3.0％
（2017年度）

14％
（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。

施　策 指　標 当　初 最終目標

連携と協力で取り組みを進めるまち

【新規】

【新規】

目標Ⅳ

あいパルって？ 上戸田地域交流センターのこ
と。福祉センターや図書館分
館などがある複合施設で、男
女共同参画の推進拠点でもあ
るよ。男女共同参画の資料も
あるし、ときどきイベントも
やっているので、来てみて！

市の施策に男女共同参画の視
点が反映されるように、女性
職員の人材育成と登用をさら
に進めます。

市民、事業者、市が連携・協
力して、男女共同参画を推
進しましょう。

7



環境にやさしいベジタブルインクを使用しています。

仮

男女共同参画社会とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ
らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」を意味しま
す。（男女共同参画社会基本法第２条より）

個人では
できること、好きなこと、性格などは、性別で決
まっているわけではありません。自分や家族、周
りの人々の気持ちや能力、特性を尊重し、お互い
に助け合いましょう。

家庭では
「お金を稼ぐのは男の仕事」「家事・子育て・介護
は女の仕事」など、性別による役割を決めつけ
ていませんか？
家族の形やあり方は多種多様です。仕事、家事・
子育て・介護、家族で助け合っていきましょう。

職場では
性別にかかわらず、すべての従業員が能力を発
揮できる職場環境づくりをしましょう。
また、男女を問わずすべての従業員のワーク・ラ
イフ・バランス（仕事と生活の調和）を尊重しま
しょう。

地域では
性別によって役割を分けている現状はありませ
んか？女性が地域活動のリーダーになってもい
いのです。
多様な意見を取り入れて、誰もが参加しやすい
地域活動を実施しましょう。

「調和」や「一緒に」を意味します。一人ひとりの能力や個性を出し合える社会を
みんなが一体となってめざすことを表現しました。

いろいろな楽器の音色が調和しているイメージもあります。

とだあんさんぶるプラン 概要版
～第五次戸田市男女共同参画計画～
発行／戸田市 市民生活部協働推進課

平成31(2019)年３月発行

〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号
TEL 048-441-1800（内線428） FAX 048-433-2200
http://www.city.toda.saitama.jp/life/2/30/127/

～あんさんぶる～
アンサンブル／ensemble

男女共同参画社会とは？

男女共同参画のために何をしたらいいの？




