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1 男女共同参画社会……………「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、共に責任を負うべき社会」を「男女共同参画社
会」といいます。

2 ワーク・ライフ・バランス ……仕事と家庭生活や地域活動などを組み合わせ、バランスのとれた働き方及び生活のあり方を選択できるようにすることです。
3 セクシュアル・ハラスメント …性的な嫌がらせのことをいいます。職場に限らず、学校や地域社会も含めてあらゆる場面で起こる可能性があります。職務上の地位

を利用して性的な関係を強要したり、それを拒否した人に不利益な扱いをする「対価型」と、性的な言動で職場で働く人たちなどを
不快にさせる「環境型」があります。

4 パワーハラスメント …………社会的な地位の高い者が、自分の立場の優位性や権力等を利用して、業務の適正な範囲を超えて精神的または身体的な苦痛を与え
る行為のことをいいます。具体的には、暴行・傷害、侮辱やひどい暴言、人間関係の切り離し、過大な要求等があげられます。

5 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）…平成27（2015）年に成立、働く場において活躍したいと希望する女性が、その個性と能
力に応じて活躍できるような環境を整備するための法律です。これにより、労働者301人以上の大企業には女性の活躍推進に向け
た行動計画の策定などの義務、国には、施策や取り組みの基本的な方向を示す「基本方針」を策定する義務、地方公共団体には当
該区域内での推進計画を定める努力義務が定められています。

計画策定の趣旨第1章

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（2009）年度～ 30（2018）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 1の実現を目指して、市民、事業者、市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、就業している

女性の割合が増加するに伴い、保育園の待機児童問題やワーク・ライフ・バランス 2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 3、パワーハ

ラスメント 4等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。

また、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」

5（以下「女性活躍推進法」といいます。）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。
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6 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（ＤＶ防止法）…家庭内に潜在していた夫婦間の暴力について、人権擁護と男女平等の実現を図る
ため、配偶者やパートナー等からの暴力の防止及び被害者の保護救済を目的として、平成13（2001）年に制定されました。平成16
（2004）年には、「配偶者からの暴力」の定義の拡大や、都道府県における基本計画の策定の義務化、平成19（2007）年には、
市町村基本計画の策定、配偶者暴力支援センターの設置の努力義務化、平成25（2013）年には、生活の本拠を共にする交際相手に
ついても法の適用対象が準用されるなどの改正が行われました

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次総合振興計画」との整合性を図っています。

◆この計画の施策１に係る部分について、「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」

1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）として位置づけています。

◆この計画の施策６・７・８・９に係る部分について、「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。
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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「目標」、「施策」、「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。

ビリーちゃん
ビリーちゃん

リブち
ゃん

リブち
ゃん　「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

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」



計画の基本的な考え方

第2章
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◆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。

【条例の基本理念】

計画の基本的な考え方第2章

１ 条例の基本理念と計画の理念及び進め方

本市では「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、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。
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連携と協力

計画の理念

計画の進め方

条例の基本理念を受け、この計画の理念を次のように設定します。

性別や性的指向や立場など、様々な面で自分とは異なる要素を持っている人を認めあい、本市で暮ら

す人々の生活を市民同士や地域社会、行政が一体となって支えあい、そして一人ひとりが個性と能力を

発揮して輝けるまちを目指します。

この計画は、条例に基づいて市民、事業者、市のそれぞれが役割を果たし、互いに連携・協力し合い

ながら、男女共同参画社会実現に向けた施策を展開するものです。

みんなが認めあい・支えあい・輝くまち　とだ

市民の役割
男女共同参画について理

解を深め、家庭、学校、職場、
地域などで、その推進に努め

ましょう。

市の役割
男女共同参画を推進する

取組を総合的かつ計画的に
実施するために、必要な体制

を整備します。

事業者の役割
男女共同参画について理

解を深め、事業活動で推進し、
従業員が家庭生と職場・地域
活動の調和がとれた生活が
できるように務めましょう。

資料：「戸田市男女共同参画推進条例」パンフレット
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２ 計画の目標

本市では「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、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。

認めあい

目標Ⅰ
お互いの人権を大切にできるまち
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。

支えあい

目標Ⅱ
地域や家庭の暮らしを支えあえるまち
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。

輝く

目標Ⅲ
いきいきと活躍できるまち
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。

進める

目標Ⅳ
連携と協力で取り組みを進めるまち
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。
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戸田市
DV防止
基本計画

戸田市
女性活躍
推進計画

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

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

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

３ 計画の体系

み
ん
な
が
認
め
あ
い
・
支
え
あ
い
・
輝
く
ま
ち
　
と
だ

7　庁内…戸田市の行政組織全体。
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４ 計画の指標
■目標を達成するため、施策ごとに指標を次のように設定します。
■指標欄の【新規】は、この計画から新たに設定した指標を表しています。
■各目標値の算出根拠は、第 4章の指標の項目に記載しています。
■進捗状況を毎年度（※）調査して、調査結果をホームページに公表します。

◇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）

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

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）

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

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

8 固定的な性別役割分担…「男は仕事、女は家庭」というように、男性と女性にははじめからその役割が異なっており、あらかじめそれぞれにあった生き方が決
まっているという考え方を指します。

9 ＬＧＢＴ …………………レズビアン（Lesbian）＝女性同性愛者、ゲイ（Gay）＝男性同性愛者、バイセクシュアル（Bisexual）＝両性愛者、トランスジェンダー
（Transgender）＝性同一性障がいなどで心と体の性が一致しない人の頭文字をとって、主な性的マイノリティ（少数者）のことを意
味しています。性自認や性的指向が定まっていない人、クエスチョニング（Questioning）も加えた「LGBTQ」という呼び方もあります。

10 ＴＯＤＡ元気体操 ………地域の人とのつながりを通じて、いつまでも元気で自立した日常生活を送ることを目的に、重りを手首や足首につけ、簡単な運動を行い、
筋肉・バランス能力を高める体操です。

目標Ⅰ　お互いの人権を大切にできるまち

目標Ⅱ　地域や家庭の暮らしを支えあえるまち
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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）

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

【新規】

【新規】

【新規】

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。

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

【新規】

【新規】

8 労働力率…………………労働力状態「不詳」を除いた人口（日本では15歳以上）に対する労働力人口の比率です。労働力人口は就業者に完全失業者を加えた人
数で、15歳以上で働いている人と働く意欲を持つ人がどれくらいいるのかを示すものです。

目標Ⅲ　いきいきと活躍できるまち

目標Ⅳ　連携と協力で取り組みを進めるまち



男女共同参画に関する
戸田市の現状

第3章
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男女共同参画に関する戸田市の現状第3章

１ 人口と世帯の状況

本市の人口は、平成 25（2013）年 1月 1日現在では 128,171 人でしたが、平成 29（2017）年には

137,320 人となっており、年々増加し続けています。

年齢３区分別人口をみると、15歳未満（年少人口）、15～ 64 歳（生産年齢人口）、65歳以上（高齢

者人口）のすべてにおいて増加しています。

年齢３区分人口を構成比でみると、年少人口及び生産年齢人口の割合は年々減少しています。一方、

高齢者人口の割合は増加傾向にあります。埼玉県と比較すると、本市の年少人口の割合は高く、高齢者

人口の割合は低くなっています。
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◆図１ 人口の推移

◆図２ 年齢３区分人口割合の推移
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環境にやさしいベジタブルインクを使用しています。

仮

【あんさんぶる】
アンサンブル／ensemble

「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。




