
1 / 37 ページ

市区町村における配偶者暴力防止法に基づく基本計画の策定状況について 令和４年10月１日時点

通番 県コード 都道府県名 市区町村コード 市町村名 基本計画計画名称 策定日 改定日（最新） WEBサイト 　 他法令等に基づく計画との関連の有無（計画名）

1 01 北海道 1002 札幌市 第４次男女共同参画さっぽろプラン 平成17年度 平成30年4月1日 https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/sankaku/keikaku/index.html ○ 第４次男女共同参画さっぽろプラン

2 01 北海道 2025 函館市 第3次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン～ 平成10年3月 平成30年3月 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012700931/ 〇 第3次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン～

3 01 北海道 2041 旭川市 第3次旭川市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画 平成21年10月19日 平成31年3月 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/735/751/752/d066178.html ○ 第２次あさひかわ男女共同参画基本計画

4 01 北海道 2076 帯広市 第3次おびひろ男女共同参画プラン 令和2年2月25日 https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shisei/seisaku/danjo/1003484.html ○ 第3次おびひろ男女共同参画プラン

5 01 北海道 2106 岩見沢市 第3次いわみざわ男女共同参画実践プラン 令和3年3月 https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/shiminrenkeishitsu/shiminkatsudo_community/3/3353.html ○ 第3次いわみざわ男女共同参画実践プラン

6 01 北海道 2131 苫小牧市 苫小牧市男女平等参画基本計画（第３次） 平成20年4月 平成30年4月 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/danjobyodo/jorei/keikakudai3ji.html ○ 苫小牧市男女平等参画基本計画（第３次）

7 01 北海道 2157 美唄市 美唄市男女共同参画計画（第３次） 平成20年4月 平成30年3月 https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/2/1355.html ○ 美唄市男女共同参画計画（第３次）

8 01 北海道 2173 江別市 江別市男女共同参画基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shiminseikatsu/65101.html ○ 江別市男女共同参画基本計画

9 01 北海道 2190 紋別市 第２次紋別市男女共同参画プラン 平成27年3月 平成28年7月 https://mombetsu.jp/soshiki/simin/shimin-kyoudou/plansakutei.html ○ 第２次紋別市男女共同参画プラン

10 01 北海道 2203 士別市 第３期士別市男女共同参画行動計画 平成15年3月 平成30年3月 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1601423342353/index.html ○ 第３期士別市男女共同参画行動計画

11 01 北海道 2211 名寄市 第２次名寄市男女共同参画推進計画 平成20年3月 平成29年3月 http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kikaku/vdh2d10000000yha-att/prkeql0000016t01.pdf ○ 第２次名寄市男女共同参画推進計画

12 01 北海道 2238 根室市 根室市男女共同参画基本計画（平成27年度～36年度） 平成28年3月22日 https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/sougouseisakubu/sougouseisakusitu/shousikataisaku/keikaku/953.html ○ 根室市男女共同参画基本計画（平成27年度～36年度）

13 01 北海道 2246 千歳市 第３次ちとせ男女共同参画推進プラン 平成10年3月 平成29年3月 https://www.city.chitose.lg.jp/docs/4514.html ○ 第３次ちとせ男女共同参画推進プラン

14 01 北海道 2289 深川市 深川市男女共同参画計画（第2次計画見直し版） 平成31年3月29日 https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kikaku/ik75k4000000150x.html ○ 深川市男女共同参画計画（第２次計画見直し版）

15 01 北海道 2301 登別市 登別市男女共同参画基本計画（第２次）のぼりべつ・はぁもにぃプラン21 平成25年4月1日 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013051700018/ ○ 登別市男女共同参画基本計画（第２次）

16 01 北海道 2343 北広島市 第3次きたひろしま男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000658.html ○ 第3次きたひろしま男女共同参画プラン

17 01 北海道 2351 石狩市 第４次石狩市男女共同参画計画 平成23年4月1日 令和3年4月1日 https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/seikatsu/59631.html ○ 第４次石狩市男女共同参画計画

18 01 北海道 2360 北斗市 第2次北斗市男女共同参画基本計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/8939.html ○ 第2次北斗市男女共同参画基本計画

19 01 北海道 3374 七飯町 第2次七飯町男女平等参画基本計画 平成28年4月 令和4年2月 https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004351.html ○ 第2次七飯町男女平等参画基本計画

20 01 北海道 3617 江差町 第２次江差町共同参画計画基本計画 令和4年4月 https://www.hokkaido-esashi.jp/modules/chousei/content0367.html ○ 第２次江差町共同参画計画基本計画

21 01 北海道 3706 今金町 第２次今金町男女共同参画基本計画 令和3年3月 https://www.town.imakane.lg.jp/gyousei/others/post_3012.html ○ 今金町男女共同参画基本計画

22 01 北海道 3919 島牧村 島牧村ＤＶ対策基本計画 平成24年3月

23 01 北海道 4532 東神楽町 東神楽町男女共同参画計画 平成29年3月29日 https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/89.html ○ 東神楽町男女共同参画計画

24 01 北海道 5857 安平町 第2次安平町男女共同参画基本計画 平成23年11月 令和元年6月1日 https://town.abira.lg.jp/gyosei/kakushu-keikaku/hitozukuri/1226 ○ 第2次安平町男女共同参画基本計画

25 01 北海道 6497 浦幌町 浦幌町男女共同参画基本計画 平成30年3月 https://www.urahoro.jp/chosei/danjokyodo/files/danjokyoudousankakukihonkeikaku.pdf ○ 浦幌町男女共同参画基本計画

26 01 北海道 6659 弟子屈町 弟子屈町男女共同参画計画 平成29年6月 令和4年4月1日 https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/machizukuriseisakuka/1/danjokyoudou/3862.html ○ 弟子屈町男女共同参画計画

27 02 青森県 2012 青森市 青森市男女共同参画プラン 平成28年2月9日 令和2年9月 https://www.city.aomori.aomori.jp/jinken-danjo/shiseijouhou/matidukuri/keikaku_hosin_vision/danjo-kyoudou-sankaku2020.html ○ 青森市男女共同参画プラン

28 02 青森県 2021 弘前市 弘前市男女共同参画プラン（2018～2022） 平成30年11月 令和3年3月 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/hirosakishidanjokyodousankakuplan.html ○ 弘前市男女共同参画プラン（2018～2022）

29 02 青森県 2039 八戸市 第２次八戸市配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 平成24年9月 令和2年3月 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/gyoseijoho/keikaku_plan/kenko_fukushi/2/1/9497.html ○ 八戸市男女共同参画基本計画

30 02 青森県 2047 黒石市 第３次くろいし男女共同参画推進プラン 平成24年3月 令和2年3月 http://www.city.kuroishi.aomori.jp/shisei/keikaku/2020-0331-2044-15.html ○ 第３次くろいし男女共同参画推進プラン

31 02 青森県 2055 五所川原市 第５次五所川原市男女共同参画計画 平成29年4月 令和4年3月 http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/sonota/danjyo-keikaku.html ○ 第５次五所川原市男女共同参画計画

32 02 青森県 2063 十和田市 第３次十和田市男女共同参画社会推進計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.towada.lg.jp/shisei/keikaku/kyoudou/danjyo-dai3jikeikaku.html ○ 第３次十和田市男女共同参画社会推進計画

33 02 青森県 2080 むつ市 第２次むつ市男女共同参画推進基本計画 平成15年3月 平成26年3月 http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/39,36541,78,1,html ○ 第２次むつ市男女共同参画推進基本計画

34 02 青森県 2098 つがる市 つがる市男女共同参画プラン（改訂版） 平成19年3月 平成29年3月 ○ つがる市男女共同参画プラン（改訂版）

35 02 青森県 2101 平川市 第4次平川市男女共同参画推進プラン 平成19年3月 令和4年3月 https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/kyoudou/danjhokyoudousankaku3.html ○ 第4次平川市男女共同参画推進プラン
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通番 県コード 都道府県名 市区町村コード 市町村名 基本計画計画名称 策定日 改定日（最新） WEBサイト 　 他法令等に基づく計画との関連の有無（計画名）

36 02 青森県 3019 平内町 第3次平内町男女共同参画プラン 平成13年4月 令和4年4月 http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/11,19448,75,351,html ○ 第3次平内町男女共同参画プラン

37 02 青森県 3035 今別町 第３次今別町男女共同参画推進計画 平成31年3月 ○ 第３次今別町男女共同参画推進計画

38 02 青森県 3043 蓬田村 第２次蓬田村男女共同参画推進計画 平成22年12月 平成27年2月 http://www.vill.yomogita.lg.jp/sonsei/sonsei_3.html ○ 蓬田村男女共同参画推進計画

39 02 青森県 3078 外ヶ浜町 第２次外ヶ浜町男女共同参画推進計画 平成23年6月 令和3年3月 http://www.town.sotogahama.lg.jp/gyosei/keikaku/2021-0511-0907-8.html ○ 第２次外ヶ浜町男女共同参画推進計画

40 02 青森県 3213 鰺ヶ沢町 第２次鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン 平成24年3月 令和4年3月 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/gyosei_jyoho/keikaku/seisaku_dannjyo.html ○ 第２次鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン

41 02 青森県 3230 深浦町 深浦町男女共同参画推進プラン 平成24年3月 https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2020050100053/file_contents/danzyo.pdf ○ 深浦町男女共同参画推進プラン

42 02 青森県 3434 西目屋村 西目屋村男女共同参画推進計画 平成23年10月 令和3年3月 https://www.nishimeya.jp/shigoto/shien/post-26.html ○ 西目屋村男女共同参画推進計画

43 02 青森県 3612 藤崎町 藤崎町男女共同参画推進計画 平成23年9月 令和3年4月 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/7,14391,56,html ○ 第２次藤崎町男女共同参画推進計画

44 02 青森県 3621 大鰐町 大鰐町男女共同参画推進計画 平成23年11月 令和3年7月 http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/6,0,15,204,html ○ 大鰐町男女共同参画推進計画

45 02 青森県 3671 田舎館村 田舎館村男女共同参画推進計画 平成23年11月 令和3年4月 ○ 田舎館村男女共同参画推進計画

46 02 青森県 3817 板柳町 板柳町男女共同参画推進計画 平成24年8月 令和4年3月 https://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/info-details.php?BunruiID=16&id=3326 ○ 板柳町男女共同参画推進計画

47 02 青森県 3876 中泊町 男女共同参画推進プラン 平成23年４月 令和3年4月 http://www.town.nakadomari.lg.jp/ ○ 中泊町男女共同参画推進プラン

48 02 青森県 4015 野辺地町 野辺地町男女共同参画基本計画 平成24年3月 令和4年1月 ○ 野辺地町男女共同参画基本計画

49 02 青森県 4023 七戸町 第２次七戸町男女共同参画基本計画 平成21年3月 平成26年3月 http://www.town.shichinohe.lg.jp/gyosei/keikaku/kurashi/dainijidanjyokyoudou.html ○ 第２次七戸町男女共同参画基本計画

50 02 青森県 4058 六戸町 六戸町男女共同参画推進計画 平成24年３月 https://www.town.rokunohe.aompri.jp/kurashi_danjokyodo.html 〇 六戸町男女共同参画推進計画

51 02 青森県 4066 横浜町 横浜町男女共同参画基本計画 平成24年3月 ○ 横浜町男女共同参画基本計画

52 02 青森県 4082 東北町 東北町男女共同参画プラン 平成24年3月 令和4年3月 http://www.town.tohoku.lg.jp/chosei/danjo/file/r04danjyokyoudou.pdf ○ 第2次東北町男女共同参画プラン

53 02 青森県 4112 六ヶ所村 第２次六ヶ所村男女共同参画社会基本計画 平成23年3月 令和4年3月 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,15036,31,195,html ○ 六ヶ所村男女共同参画社会基本計画

54 02 青森県 4121 おいらせ町 第３次おいらせ町配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画 平成17年12月 平成31年3月 https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1232/danjo-keikaku3.html 〇 おいらせ町男女共同参画プラン

55 02 青森県 4236 大間町 大間町男女共同参画推進計画 平成23年9月 ○ 大間町男女共同参画推進計画

56 02 青森県 4252 風間浦村 風間浦村男女共同参画推進計画 平成23年10月 ○ 風間浦村男女共同参画推進計画

57 02 青森県 4261 佐井村 佐井村男女共同参画社会基本計画 平成23年10月 令和3年4月 http://www.vill.sai.lg.jp/ ○ 佐井村男女共同参画推進計画

58 02 青森県 4414 三戸町 三戸町男女共同参画社会基本計画 平成23年3月 令和2年3月 ○ 三戸町男女共同参画社会基本計画

59 02 青森県 4422 五戸町 第２次五戸町男女共同参画推進計画 平成23年12月1日 令和3年1月 https://www.town.gonohe.aomori.jp/chosei/danjokyodosankakusuishinkeikaku.html ○ 第２次五戸町男女共同参画推進計画

60 02 青森県 4431 田子町 田子町男女共同参画計画 平成23年12月 http://www.town.takko.lg.jp/index.cfm/13,218,c,html/218/20150305-172522.pdf ○ 田子町男女共同参画計画

61 02 青森県 4457 南部町 第2次南部町男女共同参画社会基本計画 平成21年3月 平成31年3月 http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/12,642,c,html/642/20191015-101810.pdf ○ 第2次南部町男女共同参画基本計画

62 02 青森県 4465 階上町 階上町男女共同参画推進プラン 平成24年3月 http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/9,0,69,289,html ○ 階上町男女共同参画推進プラン

63 02 青森県 4503 新郷村 新郷村男女共同参画推進計画 平成23年11月 平成29年1月 ○ 新郷村男女共同参画推進計画

64 03 岩手県 2018 盛岡市 第３次盛岡市配偶者暴力防止対策推進計画 令和2年7月31日 http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/sogotekiplan/1010037.html ○ 第３次盛岡市男女共同参画推進計画

65 03 岩手県 2021 宮古市 第５次宮古市男女共同参画基本計画 令和3年12月 https://www.city.miyako.iwate.jp/seikatu/4_danjyo_kihonkeikaku.html ○ 第５次宮古市男女共同参画基本計画

66 03 岩手県 2034 大船渡市 第４次大船渡市男女共同参画行動計画 平成15年3月 平成30年2月 http://www.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/danjyo/741.html ○ 第４次大船渡市男女共同参画行動計画

67 03 岩手県 2051 花巻市 第２次花巻市男女共同参画基本計画 平成28年3月 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/danjo_jinken/1003456/1003464.html ○ 第２次花巻市男女共同参画基本計画

68 03 岩手県 2069 北上市 きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/chiikidukurika/tayouseishakaisuishin/3_1/19029.html ○ きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン

69 03 岩手県 2077 久慈市 第2次久慈市男女共同参画計画 平成26年3月 平成31年2月 https://www.city.kuji.iwate.jp/kurashi/shimin/kyodosankaku/plan_2.html ○ 第2次久慈市男女共同参画計画

70 03 岩手県 2085 遠野市 遠野市男女共同参画基本計画　「第４次と・お・のいきいき参画プラン」 平成16年3月 令和3年3月 https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/48,58628,301,html ○ 遠野市男女共同参画基本計画　「第４次と・お・のいきいき参画プラン」

71 03 岩手県 2093 一関市 配偶者暴力防止対策基本計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7.118761.120.html ○ 第４次いちのせき男女共同参画プラン

http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/11,19448,75,351,html
http://www.vill.yomogita.lg.jp/sonsei/sonsei_3.html
http://www.town.sotogahama.lg.jp/gyosei/keikaku/2021-0511-0907-8.html
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/gyosei_jyoho/keikaku/seisaku_dannjyo.html
https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2020050100053/file_contents/danzyo.pdf
https://www.nishimeya.jp/shigoto/shien/post-26.html
http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/7,14391,56,html
http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/6,0,15,204,html
https://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/info-details.php?BunruiID=16&id=3326
http://www.town.nakadomari.lg.jp/
http://www.town.shichinohe.lg.jp/gyosei/keikaku/kurashi/dainijidanjyokyoudou.html
https://www.town.rokunohe.aompri.jp/kurashi_danjokyodo.html
http://www.town.tohoku.lg.jp/chosei/danjo/file/r04danjyokyoudou.pdf
http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,15036,31,195,html
https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1232/danjo-keikaku3.html
http://www.vill.sai.lg.jp/
https://www.town.gonohe.aomori.jp/chosei/danjokyodosankakusuishinkeikaku.html
http://www.town.takko.lg.jp/index.cfm/13,218,c,html/218/20150305-172522.pdf
http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/12,642,c,html/642/20191015-101810.pdf
http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/9,0,69,289,html
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/sogotekiplan/1010037.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/seikatu/4_danjyo_kihonkeikaku.html
http://www.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/danjyo/741.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/danjo_jinken/1003456/1003464.html
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/chiikidukurika/tayouseishakaisuishin/3_1/19029.html
https://www.city.kuji.iwate.jp/kurashi/shimin/kyodosankaku/plan_2.html
https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/48,58628,301,html
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7.118761.120.html
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72 03 岩手県 2107 陸前高田市 陸前高田市男女共同参画計画 令和4年3月 https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/danjokyodosankaku/6267.html ○ 陸前高田市男女共同参画計画

73 03 岩手県 2115 釜石市 かまいし男女共同参画推進プラン2019 平成31年3月 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019032600087/file_contents/2019032600087_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_keikaku_torikumi_detail___icsFiles_afieldfile_2019_04_02_danjoplan2019.pdf ○ かまいし男女共同参画推進プラン2019

74 03 岩手県 2131 二戸市 二戸市配偶者暴力防止対策基本計画 平成28年3月 https://www.city.ninohe.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5142 ○ 第２次 二戸市男女共同参画計画

75 03 岩手県 2140 八幡平市 第２次八幡平市男女共同参画計画 平成28年3月 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/bunkasports/1550.html ○ 第２次八幡平市男女共同参画計画

76 03 岩手県 2158 奥州市 第２次奥州市男女共同参画計画 平成30年3月 令和4年3月 https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/10/51021.html ○ 第２次奥州市男女共同参画計画

77 03 岩手県 2166 滝沢市 たきざわ輝きプラン　２～滝沢市男女共同参画計画～ 平成27年4月 http://www.city.takizawa.iwate.jp/var/rev0/0082/7621/1193713336.pdf ○ たきざわ輝きプラン　２～滝沢市男女共同参画計画～

78 03 岩手県 3014 雫石町 第三次雫石町男女共同参画プラン 令和2年3月 http://www.town.shizukuishi.iwate.jp ○ 第三次雫石町男女共同参画プラン

79 03 岩手県 3031 岩手町 第２次いわてまち男女共同参画プラン 平成22年3月24日 令和4年3月 https://town.iwate.iwate.jp/town/gyosei/kyodosankaku-plan/ ○ 第3次いわてまち男女共同参画プラン

80 03 岩手県 3219 紫波町 第二次紫波町男女共同参画推進計画＜紫あ波せあっぷるプランⅡ＞ 平成26年3月 平成31年3月 http://www.town.shiwa.iwate.jp/chosei/danjokyodo/1568.html 〇 第二次紫波町男女共同参画推進計画＜紫あ波せあっぷるプランⅡ＞

81 03 岩手県 3227 矢巾町 田園都市やはば第２次男女共同参画プラン 平成28年3月 令和3年3月 http://www.town.yahaba.iwate.jp/docs/2018092500030/ ○ 田園都市やはば第２次男女共同参画プラン

82 03 岩手県 3524 一戸町 第２次一戸町男女共同参画基本計画 平成28年3月 http://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/machizukurika/danjokyodosankaku/index.html ○ 第２次一戸町男女共同参画基本計画

83 03 岩手県 3812 金ケ崎町 第３次金ケ崎町男女共同参画基本計画 令和3年3月 www.town.kanegasaki.iwate.jp ○ 第３次金ケ崎町男女共同参画基本計画

84 03 岩手県 4029 平泉町 平泉町男女共同参画プラン 平成17年3月 平成29年3月 https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/27,0,155,html ○ 平泉町男女共同参画プラン

85 03 岩手県 4410 住田町 第２次住田町男女共同参画計画　　～　人が輝く、思いやりと共生の町、すみた　～ 平成22年5月 令和2年9月 ○ 住田町男女共同参画計画　　～人が輝く、思いやりの町、すみた～

86 03 岩手県 4827 山田町 第２次キラリやまだ男女共同参画推進プラン 平成29年3月 https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/3446.html ○ 第２次キラリやまだ男女共同参画推進プラン

87 03 岩手県 4843 田野畑村 たのはた男女共同参画プラン 平成21年12月7日 平成28年3月 https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015081800041/ ○ たのはた男女共同参画プラン

88 03 岩手県 5017 軽米町 第２次軽米町男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.town.karumai.iwate.jp/article/entry-basename-17.html ○ 第２次軽米町男女共同参画基本計画

89 03 岩手県 5033 野田村 第２次野田村男女共同参画基本計画 平成30年3月 https://www.vill.noda.iwate.jp/gyoseijoho/seisaku_keikaku/769.html ○ 第２次野田村男女共同参画基本計画

90 03 岩手県 5068 九戸村 九戸村男女共同参画プラン 平成20年3月 平成23年3月31日 ○ 九戸村男女共同参画プラン

91 03 岩手県 5076 洋野町 第３次洋野町男女共同参画基本計画 令和3年3月 https://www.town.hirono.iwate.jp/doc/2021032500038/ ○ 第３次洋野町男女共同参画基本計画

92 04 宮城県 1009 仙台市 男女共同参画せんだいプラン2021（仙台市ＤＶ防止基本計画） 令和3年3月 https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/kekaku.html ○ 男女共同参画せんだいプラン2021

93 04 宮城県 2021 石巻市 石巻市男女共同参画基本計画（第4次） 令和3年3月 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10053500/222/0040/7027/0004/0002/20210414111118.html ○ 石巻市男女共同参画基本計画（第4次）

94 04 宮城県 2030 塩竈市 第3次しおがま男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/50/3457.html ○ 第3次しおがま男女共同参画基本計画

95 04 宮城県 2056 気仙沼市 第2次気仙沼市男女共同参画基本計画 平成30年3月 http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s026/010/010/010/030/20180726112130.html ○ 第2次気仙沼市男女共同参画基本計画

96 04 宮城県 2064 白石市 白石市男女共同参画基本計画「めざそうプラン」（第2次） 平成26年3月 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/10/979.html ○ 白石市男女共同参画基本計画「めざそうプラン」（第2次）

97 04 宮城県 2072 名取市 第三次名取市男女共同参画計画Ｈａｎｄ　ｉｎ　Ｈａｎｄ２１ 平成14年3月 令和2年3月 https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kikaku/shiminkyoudou/node_67670 ○ 第三次名取市男女共同参画計画Ｈａｎｄ　ｉｎ　Hand 21

98 04 宮城県 2081 角田市 角田市男女共同参画計画 平成16年3月 平成31年3月 http://www.city.kakuda.lg.jp/zaisei/pagek00061.shtml ○ 角田市男女共同参画計画

99 04 宮城県 2099 多賀城市
第2次多賀城市男女共同参画推進計画
史都　多賀城　共生と協働、総参画による市民総活躍推進プラン

平成23年4月 令和3年4月 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/shimin-power/shise/shisaku/kekaku/danjo.html ○
第2次多賀城市男女共同参画推進計画
史都　多賀城　共生と協働、総参画による市民総活躍推進プラン

100 04 宮城県 2111 岩沼市 岩沼市男女共同参画基本計画（第2次） 平成25年7月 平成31年4月1日 https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/jinken/sankaku-koryu/documents/danjokeikaku2.pdf ○ 岩沼市男女共同参画基本計画（第2次）

101 04 宮城県 2129 登米市 登米市男女共同参画基本計画 平成19年2月 令和3年3月 https://www.city.tome.miyagi.jp/simin/shisejoho/gyose/sogokekaku/danjyokyodokeikaku.html ○ 登米市男女共同参画基本計画

102 04 宮城県 2137 栗原市 第２次くりはら男女共同参画推進プラン 平成24年3月 平成29年3月 https://www.kuriharacity.jp/w010/010/010/030/090/45157.html ○ 第２次くりはら男女共同参画推進プラン

103 04 宮城県 2145 東松島市 東松島市男女共同参画基本計画 平成29年3月 https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/21,697,68,html ○ 東松島市男女共同参画基本計画

104 04 宮城県 2153 大崎市 第３次大崎市男女共同参画推進基本計画 平成21年3月 平成31年3月 https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/danjyokyoudousankaku/3212.html ○ 第３次大崎市男女共同参画推進基本計画

105 04 宮城県 2161 富谷市 富谷市第二期子ども・子育て支援事業計画 令和2年3月 https://www.tomiya-city.miyagi.jp/uploads/pdf/19660_32077_misc.pdf 〇 富谷市第二期子ども・子育て支援事業計画

106 04 宮城県 3010 蔵王町 蔵王町男女共同参画基本計画 令和2年3月 https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/shisaku_machi/shisaku_machi/danzyo.files/danzyokyoudou.pdf 〇 蔵王町男女共同参画基本計画

107 04 宮城県 3231 柴田町 しばた男女共同参画プラン 平成28年3月 http://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/82,27199,163,285,html ○ しばた男女共同参画プラン

https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/danjokyodosankaku/6267.html
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019032600087/file_contents/2019032600087_www_city_kamaishi_iwate_jp_shisei_joho_keikaku_torikumi_detail___icsFiles_afieldfile_2019_04_02_danjoplan2019.pdf
https://www.city.ninohe.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5142
https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/bunkasports/1550.html
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/10/51021.html
http://www.city.takizawa.iwate.jp/var/rev0/0082/7621/1193713336.pdf
http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/
https://town.iwate.iwate.jp/town/gyosei/kyodosankaku-plan/
http://www.town.shiwa.iwate.jp/chosei/danjokyodo/1568.html
http://www.town.yahaba.iwate.jp/docs/2018092500030/
http://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/machizukurika/danjokyodosankaku/index.html
http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/27,0,155,html
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/3446.html
https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015081800041/
https://www.town.karumai.iwate.jp/article/entry-basename-17.html
https://www.vill.noda.iwate.jp/gyoseijoho/seisaku_keikaku/769.html
https://www.town.hirono.iwate.jp/doc/2021032500038/
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/kekaku.html
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10053500/222/0040/7027/0004/0002/20210414111118.html
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/50/3457.html
http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s026/010/010/010/030/20180726112130.html
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/10/979.html
https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kikaku/shiminkyoudou/node_67670
http://www.city.kakuda.lg.jp/zaisei/pagek00061.shtml
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/shimin-power/shise/shisaku/kekaku/danjo.html
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/jinken/sankaku-koryu/documents/danjokeikaku2.pdf
https://www.city.tome.miyagi.jp/simin/shisejoho/gyose/sogokekaku/danjyokyodokeikaku.html
https://www.kuriharacity.jp/w010/010/010/030/090/45157.html
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/21,697,68,html
https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/danjyokyoudousankaku/3212.html
https://www.tomiya-city.miyagi.jp/uploads/pdf/19660_32077_misc.pdf
https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/shisaku_machi/shisaku_machi/danzyo.files/danzyokyoudou.pdf
http://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/82,27199,163,285,html
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108 04 宮城県 3613 亘理町 亘理町男女共同参画基本計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.town.watari.miyagi.jp/town/detail.php?content=586 ○ 亘理町男女共同参画基本計画

109 04 宮城県 4041 七ヶ浜町 しちがはま男女共同参画プラン[2022-2026] 令和4年3月 https://www.shichigahama.com/benricho/joho/sanka4-100-10540.html ○ しちがはま男女共同参画プラン

110 04 宮城県 4067 利府町 第3次利府町男女共同参画基本計画 平成17年3月 平成30年3月 http://www.town.rifu.miyagi/material/files/group/3/5b07bbd1004.pdf ○ 第3次利府町男女共同参画基本計画

111 04 宮城県 4211 大和町 第4次たいわ男女共同参画推進プラン 平成12年7月 令和2年3月 https//www.town.taiwa.miyagi.jp/uploaded/atthment/7664.pdt 〇 第4次たいわ男女共同参画推進プラン

112 04 宮城県 4245 大衡村 大衡村男女共同参画プラン 令和4年3月 https://village.ohira.miyagi.jp/soshiki/6/5164.html 〇 大衡村男女共同参画プラン

113 04 宮城県 4458 加美町 第2次加美町男女共同参画プラン 平成29年3月 https://www.town.kami.miyagi.jp/choseijoho/danjokyodosankaku/1200.html ○ 第2次加美町男女共同参画プラン

114 04 宮城県 5012 涌谷町 涌谷町男女共同参画基本計画 令和4年3月 平成26年3月 〇 涌谷町男女共同参画基本計画

115 04 宮城県 6060 南三陸町 南三陸町男女共同参画計画 平成31年3月 ○ 南三陸町男女共同参画計画

116 05 秋田県 2027 能代市 第２次能代市男女共同参画計画 平成30年3月 https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/danjo-kyodo/14155 ○ 第２次能代市男女共同参画計画

117 05 秋田県 2035 横手市 横手市男女共同共同参画行動計画（第４次計画） 令和3年3月 https://www.city.yokote.lg.jp/shisei/1001176/1001454/1005235.html ○ 横手市男女共同参画行動計画（第４次計画）

118 05 秋田県 2043 大館市 第３次大館市男女共同参画社会推進計画 平成26年7月 令和3年3月 http://www.city.odate.lg.jp/soshiki/kikakuchosei/p603 ○ 第２次大館市男女共同参画社会推進計画

119 05 秋田県 2060 男鹿市 第４次男鹿市男女共同参画計画 平成19年 令和3年1月 http://www.city.oga.akita.jp/material/files/group/2/4.pdf ○ 第４次男鹿市男女共同参画計画

120 05 秋田県 2078 湯沢市 湯沢市第４次男女共同参画計画 平成18年3月 令和3年3月 https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/3/4225.html ○ 湯沢市第４次男女共同参画計画

121 05 秋田県 2094 鹿角市 第４次鹿角市男女共同参画計画 平成15年 令和3年3月 https://www.city.kazuno.akita.jp/shisei_machizukuri/community/2/2981.html ○ 第４次鹿角市男女共同参画計画

122 05 秋田県 2108 由利本荘市 第４次由利本荘市男女共同参画計画 平成18年3月 令和3年3月 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/city/keikaku/c1620/c1626/11194 ○ 第４次由利本荘市男女共同参画計画

123 05 秋田県 2116 潟上市 第4次潟上市男女共同参画推進計画 平成24年3月 令和3年3月31日 https://www.city.katagami.lg.jp/gyosei/machizukuri/danjokyodo/jorei/2678.html ○ 第4次潟上市男女共同参画推進計画

124 05 秋田県 2124 大仙市 第3次大仙市ＤＶ防止基本計画 平成17年 令和2年3月 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2021031500039/ 〇 第３次大仙市男女共同参画プラン

125 05 秋田県 2132 北秋田市 第３次北秋田市男女共同参画計画 平成18年3月 令和4年8月 https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/p10454 ○ 第３次北秋田市男女共同参画計画

126 05 秋田県 2141 にかほ市 第４次にかほ市男女共同参画計画 平成19年3月 令和4年3月 www.city.nikaho.akita.jp/gyosei/gyoseijoho/danjokyodosankaku/1977.html  ○ 第４次にかほ市男女共同参画計画

127 05 秋田県 2159 仙北市 仙北市第４次男女共同参画計画 平成19年 令和4年3月 http://www.city.semboku.akita.jp/government/keikaku/documents/220615_kyodosankaku.pdf ○ 仙北市第４次男女共同参画計画

128 05 秋田県 3031 小坂町 第２次小坂町男女共同参画推進計画 平成29年3月 https://www.town.kosaka.akita.jp/kurashi_gyosei/chosei_machizukuri/machinokeikaku_koso/2/805.html ○ 第２次小坂町男女共同参画推進計画

129 05 秋田県 3279 上小阿仁村 上小阿仁村男女共同参画計画 平成16年7月 令和2年4月 https://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=12578 ○ 上小阿仁村男女共同参画計画

130 05 秋田県 3465 藤里町 藤里町男女共同参画社会づくり基本計画 平成28年3月 httpｓ://www.town.fujisato.akita.jp/c608/c609/1470 ○ 藤里町男女共同参画社会づくり基本計画

131 05 秋田県 3481 三種町 第４次三種町男女共同参画計画 令和4年3月 https://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=105&article_id=16061 ○ 第4次三種町男女共同参画計画

132 05 秋田県 3490 八峰町 八峰町男女共同参画基本計画（３次計画） 平成19年3月 平成29年3月 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2015091500184/ ○ 八峰町男女共同参画基本計画（３次計画）

133 05 秋田県 3619 五城目町 五城目町男女共同参画計画（第4次） 平成16年3月 平成31年3月 https://www.town.gojome.akita.jp/town/sosikiannnai/soumu/soumutanto/164 ○ 五城目町男女共同参画計画（第4次）

134 05 秋田県 3635 八郎潟町 八郎潟町男女共同参画計画 平成29年4月1日 平成29年4月1日 https://www.town.hachirogata.akita.jp/chosei/1001540/1002249/1002396.html ○ 八郎潟町男女共同参画計画

135 05 秋田県 3660 井川町 第３次井川町男女共同参画計画 令和2年3月 http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2020032500017/

136 05 秋田県 3686 大潟村 第４次大潟村男女共同参画社会行動計画 平成17年4月1日 令和2年3月 https://www.ogata.or.jp/administration/gender_society.html ○ 第４次大潟村男女共同参画社会行動計画

137 05 秋田県 4348 美郷町 第３次美郷町男女共同参画みさと計画 平成17年3月 令和4年3月 https://www.town.misato.akita.jp/dannjyo/4393 ○ 第３次美郷町男女共同参画みさと計画

138 05 秋田県 4631 羽後町 第４次羽後町男女共同参画社会行動計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=2205&category_id=52 ○ 第４次羽後町男女共同参画行動計画

139 06 山形県 2014 山形市 第２次山形市ＤＶ防止基本計画 令和4年2月 https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/kyodosankaku/1007053/1004902.html ○ 第４次山形市男女共同参画計画　「いきいき山形男女共同参画プラン」

140 06 山形県 2022 米沢市 第2次米沢市男女共同参画基本計画 平成29年12月 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/3050.html ○ 第2次米沢市男女共同参画基本計画

141 06 山形県 2031 鶴岡市 第２次鶴岡市男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/danjo/danjo_keikaku_2.html ○ 第２次鶴岡市男女共同参画計画

142 06 山形県 2049 酒田市 第２次酒田市男女共同参画推進計画 平成31年3月 http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/danjyo/with_plan.html ○ 第２次酒田市男女共同参画推進計画

143 06 山形県 2065 寒河江市 第３次寒河江市男女共同参画計画 令和4年3月 https://www.city.sagae.yamagata.jp/shisei/keikaku/danjokyodosanga_kei.html ○ 第３次寒河江市男女共同参画計画
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144 06 山形県 2073 上山市 第２次上山市男女共同参画計画 平成28年12月 http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/3/danjyo.html ○ 第２次上山市男女共同参画計画

145 06 山形県 2081 村山市 第２次村山市男女共同参画基本計画 令和2年3月 http://cms/shisei/keikaku_seisaku/keikaku/danjyokyoudousankaku.html ○ 第２次村山市男女共同参画基本計画

146 06 山形県 2090 長井市 長井市第二次男女共同参画基本計画 平成26年3月 https://www.city.nagai.yamagata.jp/administration_information/machi/kyodou/3051.html ○ 長井市第二次男女共同参画基本計画

147 06 山形県 2103 天童市 第四次天童市男女共同参画推進計画 令和3年3月 https://www.city.tendo.yamagata.jp/municipal/machidukuri/danjo_sankaku.html ○ 第四次天童市男女共同参画推進計画

148 06 山形県 2111 東根市 第４次東根市男女共同参画社会推進計画～東根市ＡＢＣプランⅣ～ 令和4年3月 https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section001/sogoseisaku/892 ○ 第４次東根市男女共同参画社会推進計画　　～東根市ＡＢＣプランⅣ～

149 06 山形県 2120 尾花沢市 第２次尾花沢市男女共同参画行動計画 令和2年3月 http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/ ○ 尾花沢市男女共同参画行動計画

150 06 山形県 2138 南陽市 第二次 男女共同参画なんようプラン 平成29年3月 http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kekonsuisin/473.html ○ 第二次 男女共同参画なんようプラン

151 06 山形県 3011 山辺町 第２次やまのべ男女共同参画基本計画 令和3年3月 https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/5/keikaku-danjo-suishin.html ○ 第２次やまのべ男女共同参画基本計画

152 06 山形県 3029 中山町 第２次中山町男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/3/danjyokeikaku.html ○ 第２次中山町男女共同参画計画

153 06 山形県 3215 河北町 第２次河北町男女共同参画計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.town.kahoku.yamagata.jp/files/20190329183323.pdf ○ 第２次河北町男女共同参画計画

154 06 山形県 3223 西川町 西川町男女共同参画計画 平成31年3月 ○ 西川町男女共同参画計画

155 06 山形県 3231 朝日町 朝日町男女共同参画基本計画 令和3年3月 http://www.town.asahi.yamagata.jp/material/files/group/3/danzyokyoudousankakukeikaku.pdf 〇 朝日町男女共同参画基本計画

156 06 山形県 3240 大江町 大江町男女共同参画計画 平成30年2月 http://www.town.oe.yamagata.jp/organization/div02/sec005/262 ○ 大江町男女共同参画計画

157 06 山形県 3410 大石田町 大石田町男女共同参画計画 平成29年3月 令和4年3月 https://www.town.oishida.yamagata.jp/chousei/keikaku/kyoudousankaku/danzyo.html ○ 大石田町男女共同参画計画

158 06 山形県 3614 金山町 金山町男女共同参画計画 令和2年3月 https://www.town.kaneyama.yamagata.jp/machinososhiki/kyogakuka/shogaigakushu_shakaikyoikukakari/1/2399.html ○ 金山町男女共同参画計画

159 06 山形県 3622 最上町 最上町男女共同参画計画 令和2年3月 https://mogami.tv/admin/admin-info/siryou-etsuran/data/20200407093547-machizukuri.pdf ○ 最上町男女共同参画計画

160 06 山形県 3631 舟形町 舟形町男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2021041500012/ ○ 舟形町男女共同参画計画

161 06 山形県 3649 真室川町 真室川町男女共同参画計画 令和2年3月 http://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/docs/2020040300012/ ○ 真室川町男女共同参画計画

162 06 山形県 3657 大蔵村 第2次大蔵村男女共同参画計画 平成29年3月 令和4年3月 https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/gyoseijoho/danjokyodosankaku/972.html 〇 第2次大蔵村男女共同参画計画

163 06 山形県 3665 鮭川村 鮭川村男女共同参画計画 令和2年3月 http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/government/jigyo-keikaku/seisaku/727 ○ 鮭川村男女共同参画計画

164 06 山形県 3673 戸沢村 戸沢村男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/news/17550 ○ 戸沢村男女共同参画計画

165 06 山形県 3819 高畠町 第２次高畠町男女共同参画いきいきプラン 平成27年3月 https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/gyoseijoho/danjokyodosankaku/638.html ○ 第２次高畠町男女共同参画いきいきプラン

166 06 山形県 3827 川西町 第４次川西町男女共同参画推進計画 令和3年4月 https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/machinojoho/seisaku/danjokyodosankaku.html ○ 第4次川西町男女共同参画推進計画

167 06 山形県 4017 小国町 小国町男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.town.oguni.yamagata.jp/data/plan/gender-equality/gender-equality.html ○ 小国町男女共同参画計画

168 06 山形県 4025 白鷹町 白鷹町男女共同参画計画 平成28年3月 http://www.town.shirataka.lg.jp/1386.htm ○ 白鷹町男女共同参画計画

169 06 山形県 4033 飯豊町 飯豊町男女共同参画計画 令和4年3月 https://www.town.iide.yamagata.jp/001/iide_danjokyoudousankaku_plan_R4_8.pdf ○ 飯豊町男女共同参画計画

170 06 山形県 4262 三川町 三川町男女共同参画計画 令和3年2月 https://www.town.mikawa.yamagata.jp/town/kikaku/danjyo/danjyokeikaku.html ○ 三川町男女共同参画計画

171 06 山形県 4289 庄内町 第4次庄内町男女共同参画社会計画 令和4年3月 https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/danzyo/danzyo/dai4jidanjyokyodosankakukeikaku.html ○ 第4次庄内町男女共同参画社会計画

172 06 山形県 4611 遊佐町 第3次遊佐町男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/kikaku/kikaku/pd0408142424.html 〇 第3次遊佐町男女共同参画計画

173 07 福島県 2010 福島市 男女共同参画ふくしまプラン 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/fukushimaplan/fukushimaplan.html ○ 男女共同参画ふくしまプラン

174 07 福島県 2028 会津若松市 第5次会津若松市男女共同参画推進プラン 平成12年2月 平成31年4月 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080902765/#plan ○ 第5次会津若松市男女共同参画推進プラン

175 07 福島県 2036 郡山市 郡山市ＤＶ対策基本計画 平成30年4月 令和4年9月 https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/34/6239.html ○ 第三次こおりやま男女共同参画プラン

176 07 福島県 2044 いわき市 いわき市ＤＶ防止基本計画 令和4年3月 http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1478227079917/index.html ○ 第四次いわき市男女共同参画プラン

177 07 福島県 2052 白河市 第2次白河市男女共同参画計画 平成30年3月 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page003765.html ○ 第2次白河市男女共同参画計画

178 07 福島県 2079 須賀川市 すかがわ男女共同参画プラン21　第3次計画 平成26年3月 令和2年3月 https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/bunka_sports/shimin/shitaikata/1001193/1001195.html ○ すかがわ男女共同参画プラン21　第3次計画

179 07 福島県 2087 喜多方市
喜多方市ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護・支援のための基本計
画

平成24年3月 平成30年3月 https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kodomo/1538.html

http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/3/danjyo.html
http://cms/shisei/keikaku_seisaku/keikaku/danjyokyoudousankaku.html
https://www.city.nagai.yamagata.jp/administration_information/machi/kyodou/3051.html
https://www.city.tendo.yamagata.jp/municipal/machidukuri/danjo_sankaku.html
https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section001/sogoseisaku/892
http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kekonsuisin/473.html
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/5/keikaku-danjo-suishin.html
https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/3/danjyokeikaku.html
http://www.town.kahoku.yamagata.jp/files/20190329183323.pdf
http://www.town.asahi.yamagata.jp/material/files/group/3/danzyokyoudousankakukeikaku.pdf
http://www.town.oe.yamagata.jp/organization/div02/sec005/262
https://www.town.oishida.yamagata.jp/chousei/keikaku/kyoudousankaku/danzyo.html
https://www.town.kaneyama.yamagata.jp/machinososhiki/kyogakuka/shogaigakushu_shakaikyoikukakari/1/2399.html
https://mogami.tv/admin/admin-info/siryou-etsuran/data/20200407093547-machizukuri.pdf
http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2021041500012/
http://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/docs/2020040300012/
https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/gyoseijoho/danjokyodosankaku/972.html
http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/government/jigyo-keikaku/seisaku/727
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/news/17550
https://www.town.takahata.yamagata.jp/kurashi/gyoseijoho/danjokyodosankaku/638.html
https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/machinojoho/seisaku/danjokyodosankaku.html
http://www.town.oguni.yamagata.jp/data/plan/gender-equality/gender-equality.html
http://www.town.shirataka.lg.jp/1386.htm
https://www.town.iide.yamagata.jp/001/iide_danjokyoudousankaku_plan_R4_8.pdf
https://www.town.mikawa.yamagata.jp/town/kikaku/danjyo/danjyokeikaku.html
https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/danzyo/danzyo/dai4jidanjyokyodosankakukeikaku.html
http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/kikaku/kikaku/pd0408142424.html
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/fukushimaplan/fukushimaplan.html
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080902765/#plan
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/34/6239.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1478227079917/index.html
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page003765.html
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/bunka_sports/shimin/shitaikata/1001193/1001195.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kodomo/1538.html
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180 07 福島県 2095 相馬市 そうま男女共生プラン２１ 平成14年12月 平成29年4月 https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shogaigakushuka/1/1410.html    

181 07 福島県 2109 二本松市 二本松市男女共同参画基本計画 平成19年3月 令和4年3月 https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/dir000715.html

182 07 福島県 2117 田村市 第2次田村市男女共同参画計画（田村市女性活躍推進計画） 平成23年3月 平成31年3月 http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/12/danzyo.html ○ 第２次田村市男女共同参画計画（田村市女性活躍推進計画）

183 07 福島県 2125 南相馬市 南相馬市男女共同参画計画 平成21年3月 令和2年3月 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/danjokyodosankaku/8525.html ○ 南相馬市男女共同参画計画

184 07 福島県 2133 伊達市 第２次伊達市男女共同参画プラン 平成30年5月 https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/11/28881.html ○ 伊達市男女共同参画プラン

185 07 福島県 2141 本宮市 本宮市第２次男女共同参画基本計画 令和元年6月 https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/seikatsu-dannjo.html ○ 本宮市第２次男女共同参画基本計画

186 07 福島県 3016 桑折町 こおり男女共同参画プラン 平成25年3月 平成31年3月 https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/town_administration/gender_equality/4273.html ○ こおり男女共同参画プラン

187 07 福島県 3032 国見町 国見町男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/4/9530.html ○ 国見町男女共同参画計画

188 07 福島県 3083 川俣町 第３次川俣町男女共同参画推進計画 令和4年5月 https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/danjo-00.html ○
男女共同参画社会基本法第１４条第３項「当該市町村の区域における男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画」等

189 07 福島県 3229 大玉村 第２期大玉村男女共同参画推進計画 平成25年6月 令和4年3月 https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/keikaku/ ○ 第２期大玉村男女共同参画推進計画

190 07 福島県 3423 鏡石町 鏡石町男女共同参画プラン 令和2年10月 https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/chousei/seisaku/008283.html ○ 鏡石町第５次総合計画

191 07 福島県 3440 天栄村 天栄村男女共同参画計画 平成31年3月 https://www.vill.tenei.fukushima.jp/soshiki/2/danzyo.html ○ 天栄村男女共同参画計画

192 07 福島県 3628 下郷町 下郷町男女共同参画プラン 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.shimogo.fukushima.jp/childcare/syakai/366.html ○ 下郷町男女共同参画プラン

193 07 福島県 3679 只見町 只見町男女共同参画計画 平成30年3月 https://www.town.tadami.lg.jp/File/2018/04/25/ad98dab29fa8a7645c8995ca6fbcda6a.pdf ○ 只見町男女共同参画計画

194 07 福島県 3687 南会津町 からふるプラン（南会津町男女共同参画計画） 令和4年3月 https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/soshikikarasagasu/shogaigakushuka/danjo/2279.html ○ 南会津町男女共同参画計画

195 07 福島県 4021 北塩原村 第1次北塩原村男女共同参画プラン 平成31年3月 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2019022100023/ ○ 第1次北塩原村男女共同参画プラン

196 07 福島県 4055 西会津町 西会津町男女共同参画計画 令和2年3月 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/uploaded/attachment/4661.docx ○ 西会津町男女共同参画計画

197 07 福島県 4071 磐梯町 磐梯町男女共同参画計画 令和2年10月 https://www.town.bandai.fukushima.jp/soshiki/chomin/danjokyoudousannkakukihonnkeikaku.html ○ 磐梯町DV対策基本計画

198 07 福島県 4080 猪苗代町 猪苗代町男女共同参画計画 令和3年2月 https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-18033.html ○ 猪苗代町男女共同参画計画

199 07 福島県 4217 会津坂下町 あいづばんげ男女共同参画プラン（なのはなプラン） 平成26年4月 令和2年3月 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/30/405.html ○ あいづばんげ男女共同参画プラン（なのはなプラン）

200 07 福島県 4225 湯川村 湯川村男女共同参画計画 令和2年2月 ○ 配偶者暴力防止法に基づく基本計画

201 07 福島県 4454 金山町 金山町男女共同参画社会基本計画 平成29年6月 令和3年11月 https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/32/danzyo.html ○ 金山町男女共同参画社会基本計画

202 07 福島県 4462 昭和村 昭和村男女共同参画計画 平成31年3月 https://www.vill.showa.fukushima.jp/procedure/1096/ ○ 昭和村男女共同参画計画

203 07 福島県 4471 会津美里町 会津美里町第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画 令和4年3月 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s047/MS040/030/20220401132719.html ○ 女性活躍推進法に基づく市町村推進計画

204 07 福島県 5043 浅川町 浅川町男女共同参画計画 令和2年3月 ○ 浅川町男女共同参画計画

205 07 福島県 5418 広野町 広野町男女共同参画プラン 平成16年3月 平成29年3月 https://www.town.hirono.fukushima.jp/chousei/sankaku/1001665/1002607.html ○ 第2次広野町男女共同参画プラン

206 07 福島県 5442 川内村 川内村男女共同参画基本計画 令和4年4月 ○ 川内村男女共同参画基本計画

207 07 福島県 5477 浪江町 浪江町男女共同参画プラン行動計画 平成20年3月 ○ 浪江町男女共同参画プラン行動計画

208 07 福島県 5612 新地町 第２次新地町男女共同参画プラン 平成17年3月 平成29年3月 http://www.shinchi-town.jp/soshiki/11/danjokyodosankakuplan.html ○ しんちにじいろスマイルプラン（第２次新地町男女共同参画プラン）

209 08 茨城県 2015 水戸市 水戸市ＤＶ対策基本計画（第２次） 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.mito.lg.jp/page/3938.html

210 08 茨城県 2023 日立市 ひたち らぽーる プラン～第４次ひたち男女共同参画計画～ 令和4年3月 https://www.city.hitachi.lg.jp/shisei/004/003/p104057.html ○ ひたち らぽーる プラン～第４次ひたち男女共同参画計画～

211 08 茨城県 2031 土浦市 第４次土浦市男女共同参画推進計画 令和3年3月 https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page015802.html ○ 第４次土浦市男女共同参画推進計画

212 08 茨城県 2040 古河市 第２期古河市虐待・DV対策基本計画 平成30年3月 https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kosodatehoukatusien/5/2075.html

213 08 茨城県 2058 石岡市 第2次石岡市男女共同参画基本計画 平成30年3月 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page005195.html ○ 第2次石岡市男女共同参画基本計画

214 08 茨城県 2074 結城市 第3次結城市男女共同参画基本計画　たままゆプラン 令和3年3月 https://www.city.yuki.lg.jp/page/page007173.html 〇 第3次結城市男女共同参画基本計画　たままゆプラン

215 08 茨城県 2082 龍ケ崎市 第2次龍ケ崎市男女共同参画基本計画 平成31年3月 https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/jinken/danjyo.html ○ 第2次龍ケ崎市男女共同参画基本計画

https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shogaigakushuka/1/1410.html
https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/dir000715.html
http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/12/danzyo.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/danjokyodosankaku/8525.html
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/11/28881.html
https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/seikatsu-dannjo.html
https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/town_administration/gender_equality/4273.html
https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/4/9530.html
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/danjo-00.html
https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/keikaku/
https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/chousei/seisaku/008283.html
https://www.vill.tenei.fukushima.jp/soshiki/2/danzyo.html
https://www.town.shimogo.fukushima.jp/childcare/syakai/366.html
https://www.town.tadami.lg.jp/File/2018/04/25/ad98dab29fa8a7645c8995ca6fbcda6a.pdf
https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/soshikikarasagasu/shogaigakushuka/danjo/2279.html
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2019022100023/
https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/uploaded/attachment/4661.docx
https://www.town.bandai.fukushima.jp/soshiki/chomin/danjokyoudousannkakukihonnkeikaku.html
https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-18033.html
https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/30/405.html
https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/32/danzyo.html
https://www.vill.showa.fukushima.jp/procedure/1096/
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s047/MS040/030/20220401132719.html
https://www.town.hirono.fukushima.jp/chousei/sankaku/1001665/1002607.html
http://www.shinchi-town.jp/soshiki/11/danjokyodosankakuplan.html
https://www.city.mito.lg.jp/page/3938.html
https://www.city.hitachi.lg.jp/shisei/004/003/p104057.html
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page015802.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kosodatehoukatusien/5/2075.html
http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page005195.html
https://www.city.yuki.lg.jp/page/page007173.html
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/jinken/danjyo.html
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216 08 茨城県 2104 下妻市 第４次下妻市男女共同参画推進プラン 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page005179.html ◯ 第４次下妻市男女共同参画推進プラン

217 08 茨城県 2112 常総市 第2次常総市男女共同参画計画（後期実施計画） 平成31年3月 令和2年10月 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/shimin/jinken/shs03/gyomu/1418626001111.html ○ 第２次常総市男女共同参画計画

218 08 茨城県 2121 常陸太田市 ひたちおおた絆プラン第3次常陸太田市男女共同参画推進計画 令和3年3月 https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page008023.html ○ ひたちおおた絆プラン第3次常陸太田市男女共同参画推進計画

219 08 茨城県 2147 高萩市 第3次高萩市男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page002678.html ○ 第3次高萩市男女共同参画プラン

220 08 茨城県 2155 北茨城市 第3次　きたいばらき男女共同参画プラン 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2018083100027/ ○ 第2次　きたいばらき男女共同参画プラン

221 08 茨城県 2163 笠間市 キラリかさまプラン～第３次笠間市男女共同参画計画～ 平成30年3月 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page009432.html ○ キラリかさまプラン～第３次笠間市男女共同参画計画～

222 08 茨城県 2171 取手市 第四次取手市男女共同参画計画 令和4年3月 http://www.city.toride.ibaraki.jp/shimin-kyodo/shise/jinken-danjo/danjo/dai4jikeikakusakutei.html ○ 第四次取手市男女共同参画計画

223 08 茨城県 2198 牛久市 牛久市男女共同参画推進基本計画・実施計画（第3次） 平成15年2月13日 平成30年３月 http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page000356.html

224 08 茨城県 2201 つくば市 つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022） 平成30年3月 https://www.city.tsukuba.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/740/keikaku2018.pdf ○ つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

225 08 茨城県 2210 ひたちなか市 ひたちなか市第４次男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/5/12/6/705.html 〇 ひたちなか市第４次男女共同参画計画

226 08 茨城県 2228 鹿嶋市 第３次鹿嶋市男女共同参画計画 令和3年3月 https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/28/51765.html 〇 第３次鹿嶋市男女共同参画計画

227 08 茨城県 2236 潮来市 潮来市第２期男女共同参画基本計画 令和3年3月 https://www.city.itako.lg.jp/page/page003074.html 〇 潮来市第２期男女共同参画基本計画

228 08 茨城県 2244 守谷市 第三次守谷市男女共同参画推進計画 平成27年3月 平成30年3月 https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/jinken/danjo/danjyo_keikaku/plan.html ○ 第三次守谷市男女共同参画推進計画

229 08 茨城県 2252 常陸大宮市 第3次常陸大宮市男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page006701.html ○ 第3次常陸大宮市男女共同参画計画

230 08 茨城県 2261 那珂市 第２次那珂市男女共同参画プラン 平成30年3月 http://www.city.naka.lg.jp/page/page004380.html ○ 第２次那珂市男女共同参画プラン

231 08 茨城県 2279 筑西市 第２次筑西市男女共同参画基本計画 平成27年3月 令和2年3月 http://www.city.chikusei.lg.jp/page/page006909.html ○ 筑西市男女共同参画基本計画

232 08 茨城県 2287 坂東市 第3次ばんどう男女共同参画プラン 平成30年3月 http://www.city.bando.lg.jp/page/page000503.html ○ 第3次ばんどう男女共同参画プラン

233 08 茨城県 2295 稲敷市 稲敷市男女共同参画計画（第４次） 平成19年3月 令和4年3月 http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page004319.html ○ 稲敷市男女共同参画計画

234 08 茨城県 2309 かすみがうら市 かすみがうら市第３次男女共同参画計画 平成31年3月 http：//www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page000386.html 〇 かすみがうら市第３次男女共同参画計画

235 08 茨城県 2317 桜川市 第２次桜川市男女共同参画推進プラン 平成31年3月 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page006047.html ○ 第２次桜川市男女共同参画推進プラン

236 08 茨城県 2325 神栖市 かみすハートフルプラン　～第2次神栖市男女共同参画計画～ 平成30年3月 http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/shisei/plan_policy/1003536/1003548.html ○ かみすハートフルプラン　～第2次神栖市男女共同参画計画～

237 08 茨城県 2333 行方市  第３次行方市男女共同参画基本計画 平成30年3月 ○  第３次行方市男女共同参画基本計画

238 08 茨城県 2341 鉾田市 鉾田市男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.hokota.lg.jp/page/page001385.html ○ 鉾田市男女共同参画計画

239 08 茨城県 2350 つくばみらい市 第2次つくばみらい市男女共同参画計画 平成20年3月 平成30年3月 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/data/doc/1610429310_doc_3_0.pdf ○ 第2次つくばみらい市男女共同参画計画

240 08 茨城県 2368 小美玉市 第２次小美玉市男女共同参画推進計画「いろとりどりパレットプラン」 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.omitama.lg.jp/0093/info-0000006452-2.html ○ 第２次小美玉市男女共同参画推進計画　「いろとりどりパレットプラン」

241 08 茨城県 3020 茨城町 第２次茨城町男女共同参画推進計画 平成28年3月 http://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/machinotorikumi/1454121838131.html ○ 第２次茨城町男女共同参画推進計画

242 08 茨城県 3097 大洗町 第2次大洗町男女共同参画計画 平成29年3月 https://www.town.oarai.lg.jp/category/kosodatekyouiku/shougaigakushuu/dannjokyoudousankaku/ 〇 第2次大洗町男女共同参画計画

243 08 茨城県 3101 城里町 城里町男女参画基本計画（第３次） 平成19年3月 平成29年3月 http://www.ｔｏｗｎ.shiｒｏｓａtｏ.lg.jp/page00２９７９.html ○ 城里町男女共同参画基本計画

244 08 茨城県 3411 東海村 第５次東海村男女共同参画行動計画 令和3年3月 https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/machizukuri_somminkatsudo/somminkatsudo/danjokyodosankaku_joseikatsuyaku/dannjyokyoudousannkakunikannsurusesaku/3081.html ○ 第5次東海村男女共同参画行動計画

245 08 茨城県 4425 美浦村 第2次美浦村男女共同参画計画（後期推進計画） 平成31年3月 https://www.vill.miho.lg.jp/page/page000190.html 〇 第2次美浦村男女共同参画計画（後期推進計画）

246 08 茨城県 4433 阿見町 阿見町第４次男女共同参画プラン 平成17年3月 令和4年3月 https://www.town.ami.lg.jp/0000010063.html ○ 阿見町第４次男女共同参画プラン

247 08 茨城県 4476 河内町 河内町男女共同参画基本計画 平成24年1月 令和3年12月 ○ 河内町男女共同参画基本計画

248 08 茨城県 5219 八千代町 第2次八千代町男女共同参画プラン 平成22年3月 令和2年3月 http://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/dir005053.html 〇 第2次八千代町男女共同参画プラン

249 08 茨城県 5464 境町 さかい男女共同参画プラン 平成16年3月 令和3年3月 https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page002586.html 〇 さかい男女共同参画プラン

250 08 茨城県 5642 利根町 利根町男女共同参画推進プラン2020～2024 平成27年3月 令和2年3月 http://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page003650.html ○ 利根町男女共同参画推進プラン2020～2024

251 09 栃木県 2011 宇都宮市 第3次宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画 平成21年3月 平成31年3月 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/bouryoku/1020814.html ○ 第４次宇都宮市男女共同参画行動計画
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252 09 栃木県 2029 足利市 足利市男女共同参画基本計画(第４期）『ひと』と『ひと』の輝きプラン２１あしかが 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/kihonkeikaku4.html ○ 足利市男女共同参画基本計画(第４期）『ひと』と『ひと』の輝きプラン２１あしかが

253 09 栃木県 2037 栃木市 栃木市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画 平成30年3月 https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/24/274.html 〇 とちぎ市男女共同参画プラン（第2期計画）

254 09 栃木県 2045 佐野市 佐野市男女共同参画プラン（第３期） 平成26年3月 令和2年3月 https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/jinken_danjokyodosankaku/4/6802.html ○ 佐野市男女共同参画プラン（第３期）

255 09 栃木県 2053 鹿沼市 かぬま男女共同参画プラン２０２２ 平成13年3月 令和4年3月 https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0172/info-0000003643-1.html ○ かぬま男女共同参画プラン２０２２

256 09 栃木県 2061 日光市 日光市配偶者からの暴力対策基本計画（第３期計画） 平成22年3月 令和3年12月 https://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/documents/danjyoplan2022.pdf ○ 男女共同参画プラン日光（第２期計画後期計画）

257 09 栃木県 2088 小山市 第３期小山市児童虐待・ＤＶ対策基本計画 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/35/228293.html 〇 第４次小山市男女共同参画基本計画

258 09 栃木県 2096 真岡市 第4次　真岡市男女共同参画社会づくり計画 平成14年3月 令和4年3月 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/shisei/11/3/3642.html ○ 第4次　真岡市男女共同参画社会づくり計画

259 09 栃木県 2100 大田原市 おおたわら男女共同参画プラン（第４次大田原市男女共同参画行動計画） 平成19年3月 令和4年3月
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2017050100039/

○ おおたわら男女共同参画プラン（第４次大田原市男女共同参画行動計画）

260 09 栃木県 2118 矢板市 矢板市男女共同参画計画あいプラン（四期計画） 平成30年3月 https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/syougaigakusyu/aiplan.html ○ 矢板市男女共同参画計画あいプラン（四期計画）

261 09 栃木県 2134 那須塩原市 第2次那須塩原市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成24年3月 平成29年3月 https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/kosodateshienka/shinoseisakutokeikaku/1/3521.html 〇 第2次那須塩原市総合計画、第３次那須塩原市男女共同参画行動計画

262 09 栃木県 2142 さくら市 第4次さくら市男女共同参画計画 平成18年3月 平成31年3月 https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000021/000157/p000395.html ○ 第4次さくら市男女共同参画計画

263 09 栃木県 2151 那須烏山市 今日から　ここから　みんなから　なすから男女共同参画計画 平成30年3月 https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page000615.html 〇 今日から　ここから　みんなから　なすから男女共同参画計画

264 09 栃木県 2169 下野市 第三次下野市男女共同参画プラン 平成25年3月 令和3年3月 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0172/info-0000003347-0.html ○ 第三次下野市男女共同参画プラン

265 09 栃木県 3424 益子町 第３期ましこ男女共同参画プラン 平成24年3月 令和4年3月 https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page003373.html ○ 第３期ましこ男女共同参画プラン

266 09 栃木県 3432 茂木町 茂木町男女共同参画計画（第１期） 令和3年3月 https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=6211&syurui=2 ○ 茂木町男女共同参画計画（第１期）

267 09 栃木県 3441 市貝町 男女共同参画「い・ち・か・い プラン」　第三期計画 平成15年3月 平成30年3月 https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=46606 ○ 男女共同参画「い・ち・か・い プラン」　第三期計画

268 09 栃木県 3459 芳賀町 第３期芳賀町男女共同参画計画 平成28年3月 令和2年3月 https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/torikumi/jore-kekaku/kakushu/kyoiku/danjyokyoudou.html ○ 第３期芳賀町男女共同参画計画

269 09 栃木県 3611 壬生町 第２次壬生町男女共同参画プラン 平成19年3月 平成29年3月 https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2017090800050/files/05-honbunn3.pdf ○ 第２次壬生町男女共同参画プラン

270 09 栃木県 3645 野木町 野木町DV防止基本計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.town.nogi.lg.jp/page/page003581.html ○ 第３次野木町男女共同参画プラン

271 09 栃木県 3849 塩谷町 第1次塩谷町男女共同参画推進計画 平成30年3月 https://www.town.shioya.tochigi.jp/Info/1092 ○ 第４次塩谷町生涯学習推進計画

272 09 栃木県 3866 高根沢町 高根沢町生涯学習・スポーツ・男女共同参画推進計画 平成28年3月 令和3年10月 https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/gyosei/plan/documents/gennkiappukouki2021.pdf ○ 高根沢町元気あっぷ計画

273 09 栃木県 4072 那須町 那須町男女共同参画計画 令和2年3月 https://www.town.nasu.lg.jp/0276/info-0000001798-1.html ○ 那須町男女共同参画計画

274 09 栃木県 4111 那珂川町 那珂川町DV等防止基本計画 令和4年3月 https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/06seisaku/04etc/files/dannjyo.pdf 〇 第２次那珂川町男女共同参画計画

275 10 群馬県 2016 前橋市 まえばしWindプラン・第5次前橋市男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/seikatsu/gyomu/5/3/32493.html ○ まえばしWindプラン・第5次前橋市男女共同参画基本計画

276 10 群馬県 2024 高崎市 高崎市第４次男女共同参画計画　２０１８年度～２０２２年度 平成30年3月 http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2018040400023/ ○ 高崎市第４次男女共同参画計画　２０１８年度～２０２２年度

277 10 群馬県 2032 桐生市 桐生市男女共同参画計画　令和３年度～令和７年度版 令和3年3月 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/keikaku/1018140/1002980.html ○ 桐生市男女共同参画計画　令和３年度～令和７年度版

278 10 群馬県 2041 伊勢崎市 第３次伊勢崎市男女共同参画基本計画　令和2年度～令和6年度 令和2年3月 https://www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/ikuji/jinken/9032.html ○ 第３次伊勢崎市男女共同参画基本計画　令和２年度～令和６年度

279 10 群馬県 2059 太田市 第３次太田市男女共同参画基本計画 平成30年3月 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0050-001shimin-soudan/2018-0329-1539-31dai3jidanjyo.html ○ 第３次太田市男女共同参画基本計画

280 10 群馬県 2067 沼田市 沼田市第４次男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.city.numata.gunma.jp/life/sanka/danjo/1010810.html ○ 沼田市第４次男女共同参画計画

281 10 群馬県 2075 館林市 第6次館林市男女共同参画基本計画 令和4年３月 https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s020/kurashi/180/090/20220304162109.html ○ 第６次館林市男女共同参画基本計画（令和4年度～令和8年度）

282 10 群馬県 2083 渋川市 第２次渋川市男女共同参画計画 平成31年3月 https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/danjokyoudousankaku/danjokyoudousankakukeikaku/p001159.html ○ 第２次渋川市男女共同参画計画

283 10 群馬県 2091 藤岡市 藤岡市男女共同参画基本計画 平成30年4月1日 https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_jiti/2013-0327-1610-180.html ○ 藤岡市男女共同参画基本計画

284 10 群馬県 2105 富岡市 第３次富岡市男女共同参画基本計画 平成31年4月 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1590470757093/index.html ○ 第３次富岡市男女共同参画基本計画

285 10 群馬県 2113 安中市 第３次安中市男女共同参画計画 平成31年3月 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/2014-0417-1159-18.html ○ 第３次安中市男女共同参画計画

286 10 群馬県 2121 みどり市 第３次みどり市男女共同参画プラン 令和2年3月 http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000001780/index.html ○ 第３次みどり市男女共同参画プラン

287 10 群馬県 3446 榛東村 第２次榛東村男女共同参画基本計画 平成29年3月 http://www.vill.shinto.gunma.jp/gyousei/gyousei09.html ○ 第２次榛東村男女共同参画基本計画
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http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0172/info-0000003347-0.html
https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page003373.html
https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=6211&syurui=2
https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=46606
https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/torikumi/jore-kekaku/kakushu/kyoiku/danjyokyoudou.html
https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2017090800050/files/05-honbunn3.pdf
https://www.town.nogi.lg.jp/page/page003581.html
https://www.town.shioya.tochigi.jp/Info/1092
https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/gyosei/plan/documents/gennkiappukouki2021.pdf
https://www.town.nasu.lg.jp/0276/info-0000001798-1.html
https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/06seisaku/04etc/files/dannjyo.pdf
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/seikatsu/gyomu/5/3/32493.html
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2018040400023/
https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/keikaku/1018140/1002980.html
https://www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/ikuji/jinken/9032.html
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0050-001shimin-soudan/2018-0329-1539-31dai3jidanjyo.html
https://www.city.numata.gunma.jp/life/sanka/danjo/1010810.html
https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s020/kurashi/180/090/20220304162109.html
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/danjokyoudousankaku/danjokyoudousankakukeikaku/p001159.html
https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_jiti/2013-0327-1610-180.html
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1590470757093/index.html
https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/2014-0417-1159-18.html
http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000001780/index.html
http://www.vill.shinto.gunma.jp/gyousei/gyousei09.html
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288 10 群馬県 3454 吉岡町 吉岡町男女共同参画基本計画 平成31年3月 https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/sankaku/danjo/post_97.html ○ 吉岡町男女共同参画基本計画

289 10 群馬県 3837 南牧村 第５次南牧村総合計画 令和3年3月 http://www.nanmoku.ne.jp/modules/profile/index.php?content_id=17 ○ 第５次南牧村総合計画

290 10 群馬県 3845 甘楽町 甘楽町第６次総合計画 令和4年３月 https://www.town.kanra.lg.jp/kikaku/content/kihonkousou05.pdf ○ 甘楽町第６次総合計画～しあわせホームタウン甘楽～

291 10 群馬県 4434 片品村 第４次片品村総合計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.vill.katashina.gunma.jp/gaiyou/keikaku/files/sougoukeikaku_2.pdf ○ 第４次片品村総合計画

292 10 群馬県 4485 昭和村 昭和村第５次総合計画　後期基本計画 令和2年3月 https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/gyousei/plan/2017-0227-1454-29.html ○ 昭和村第５次総合計画　後期基本計画

293 10 群馬県 5236 千代田町 千代田町第6次総合計画 令和3年3月 https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kikakuzaisei/kikaku/kikaku005.html ○ 千代田町第6次総合計画

294 10 群馬県 5244 大泉町 第４次大泉町男女共同参画推進計画 令和3年3月 https://www.town.oizumi.gunma.jp/s007/kurashi/010/020/005/030/20210323101956.html ○ 第四次大泉町男女共同参画推進計画

295 11 埼玉県 1007 さいたま市 第3次さいたま市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画 令和3年3月 https://www.city.saitama.jp/006/010/006/007/004/p080049.html ○ 第４次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン

296 11 埼玉県 2011 川越市 第六次川越市男女共同参画基本計画 平成22年3月 令和3年3月 http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/seisakushisaku/hoshinkeikaku/chiiki-seikatsu/danjo-plan6.html ○ 第六次川越市男女共同参画基本計画

297 11 埼玉県 2020 熊谷市 第2次熊谷市男女共同参画推進計画くまがや男女共同参画推進プラン 平成31年3月 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shimin/danjokyodosankaku/oshirase/danjokyoudoupuran.html ○ 第2次熊谷市男女共同参画推進計画くまがや男女共同参画推進プラン

298 11 埼玉県 2038 川口市 川口市DV対策基本計画 平成25年4月 令和2年4月 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/020/8/21893.html ○ 第２次川口市男女共同参画計画≪改訂≫

299 11 埼玉県 2062 行田市 第３次ぎょうだ男女共同参画プラン 平成24年4月 平成29年3月 http://www.city.gyoda.lg.jp/13/03/10/tizu_annai/viva/plan.html ○ 第３次ぎょうだ男女共同参画プラン

300 11 埼玉県 2071 秩父市 2017デュエットプランちちぶ（秩父市男女共同参画計画） 平成29年4月 http://www.city.chichibu.lg.jp/1147.html ○ 2017デュエットプランちちぶ（秩父市男女共同参画計画）

301 11 埼玉県 2089 所沢市 第４次所沢市男女共同参画計画 平成31年3月 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/danjo/keikaku/4danjyokeikaku.html ○ 第４次所沢市男女共同参画計画

302 11 埼玉県 2097 飯能市 飯能市ＤＶ防止基本計画 平成30年3月 https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/4904 ○ 第5次飯能市男女共同参画プラン

303 11 埼玉県 2101 加須市 第２次加須市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画 平成24年3月 令和4年1月 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/jinken/kyoudou/plan/5064.html ○ 加須市男女共同参画プラン（第２次加須市男女共同参画基本計画）

304 11 埼玉県 2119 本庄市 第３次本庄市男女共同参画プラン 平成22年11月 平成30年3月 https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminkatsudou/tantoujouhou/jinken/1522396521170.html ○ 第３次本庄市男女共同参画プラン

305 11 埼玉県 2127 東松山市 第５次ひがしまつやま共生プラン（東松山市ＤＶ防止基本計画） 平成27年3月 令和3年3月 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/jinken/danjyokyousei/1616985357293.ht ○
第５次ひがしまつやま共生プラン（東松山市男女共同参画基本計画・東松山市女性活躍
推進計画）

306 11 埼玉県 2143 春日部市 第２次春日部市男女共同参画基本計画 平成22年1月 平成30年3月 https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminsankasuishinka/gyomuannai/9/ ○ 第２次春日部市男女共同参画基本計画

307 11 埼玉県 2151 狭山市 狭山市ＤＶ防止基本計画 平成24年3月 令和4年3月 http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/jinken/danjo/kyoudousankaku.html ○ 第5次狭山市男女共同参画プラン

308 11 埼玉県 2160 羽生市 羽生市ＤＶ防止基本計画 平成26年4月 令和元年8月 https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2009060101816/ ○ 第３次羽生市男女共同参画基本計画

309 11 埼玉県 2178 鴻巣市 こうのす男女共同参画プラン 令和2年3月 http://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/1/10/2/1455525768874.html ○ こうのす男女共同参画プラン

310 11 埼玉県 2186 深谷市 第３次深谷市男女共同参画プラン 平成30年3月 http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/keikakushisakuchosa/jinken_danjokyodosankaku/1391398686113.html ○ 第３次深谷市男女共同参画プラン

311 11 埼玉県 2194 上尾市 第３次上尾市男女共同参画計画～デュエットプラン２１～ 令和3年3月 https://www.city.ageo.lg.jp/page/014121041301.html ○ 第３次上尾市男女共同参画計画～デュエットプラン２１～

312 11 埼玉県 2216 草加市 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画 平成28年3月 令和3年3月 http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1402/010/010/010/PAGE000000000000047628. ○ 草加市男女共同参画プラン2021

313 11 埼玉県 2224 越谷市 越谷市ＤＶ対策基本計画 平成23年3月31日 令和3年3月31日 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/keikaku/kakushukeikaku/kurashi/danjokyodosankaku/dannzyokeikakudai4zi.html ○ 第４次越谷市男女共同参画計画

314 11 埼玉県 2232 蕨市 蕨市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（第３次） 令和3年3月 https://www.city.warabi.saitama.jp/shisei/danjo/dv/1002994.html ○ 蕨市男女共同参画パートナーシッププラン（第２次）後期計画

315 11 埼玉県 2241 戸田市 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～ 平成31年3月 https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/192/community-danjo-keikaku5.html ○ 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～

316 11 埼玉県 2259 入間市 第５次いるま男女共同参画プラン 令和4年3月 http://www.city.iruma.saitama.jp/shisetsu/shisetsu_kyoiku/1012387/1012435/1014451/1014789.html ○ 第５次いるま男女共同参画プラン

317 11 埼玉県 2275 朝霞市 第2次朝霞市DV防止基本計画 平成22年3月 令和3年3月 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/dai2jiasakashidanjokoudouplan.html ○ 第2次朝霞市男女平等推進行動計画

318 11 埼玉県 2283 志木市 第６次志木市男女共同参画基本計画 令和3年2月 https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,26243,208,683,html ○ 第６次志木市男女共同参画基本計画

319 11 埼玉県 2291 和光市 第4次和光市行動計画　男女共同参画わこうプラン 令和3年3月 http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/danjo/gyo_5_2.html ○ 第4次和光市行動計画　男女共同参画わこうプラン

320 11 埼玉県 2305 新座市 第２次新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画 平成29年3月 https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/23/boryokuboshiandhigaisyakihonkeikaku2.html ○ 第３次にいざ男女共同参画プラン

321 11 埼玉県 2313 桶川市 桶川市第三次ＤＶ（配偶者等からの暴力）対策基本計画 令和4年3月 https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/kikaku/danjokyodosankaku/shokai/keikaku_senge ○ 桶川市第四次男女共同参画基本計画

322 11 埼玉県 2321 久喜市 第2次久喜市男女共同参画行動計画 平成30年3月 http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/seisaku_keikaku/plan/shimin/kyoseiplan.html ○ 第２次久喜市男女共同参画行動計画

323 11 埼玉県 2330 北本市 北本市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.kitamoto.lg.jp/shisei/jinken/2/1418183281740.html ○ 第五次北本市男女行動計画

https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/sankaku/danjo/post_97.html
http://www.nanmoku.ne.jp/modules/profile/index.php?content_id=17
https://www.town.kanra.lg.jp/kikaku/content/kihonkousou05.pdf
https://www.vill.katashina.gunma.jp/gaiyou/keikaku/files/sougoukeikaku_2.pdf
https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/gyousei/plan/2017-0227-1454-29.html
https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kikakuzaisei/kikaku/kikaku005.html
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s007/kurashi/010/020/005/030/20210323101956.html
https://www.city.saitama.jp/006/010/006/007/004/p080049.html
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/seisakushisaku/hoshinkeikaku/chiiki-seikatsu/danjo-plan6.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shimin/danjokyodosankaku/oshirase/danjokyoudoupuran.html
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/020/8/21893.html
http://www.city.gyoda.lg.jp/13/03/10/tizu_annai/viva/plan.html
http://www.city.chichibu.lg.jp/1147.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/danjo/keikaku/4danjyokeikaku.html
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/4904
https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/jinken/kyoudou/plan/5064.html
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminkatsudou/tantoujouhou/jinken/1522396521170.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/jinken/danjyokyousei/1616985357293.html
https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminsankasuishinka/gyomuannai/9/4838.htm
http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/jinken/danjo/kyoudousankaku.html
https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2009060101816/
http://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/1/10/2/1455525768874.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/keikakushisakuchosa/jinken_danjokyodosankaku/1391398686113.html
https://www.city.ageo.lg.jp/page/014121041301.html
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1402/010/010/010/PAGE000000000000047628.html
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/keikaku/kakushukeikaku/kurashi/danjokyodosankaku/dannzyokeikakudai4zi.html
https://www.city.warabi.saitama.jp/shisei/danjo/dv/1002994.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/192/community-danjo-keikaku5.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisetsu/shisetsu_kyoiku/1012387/1012435/1014451/1014789.html
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/dai2jiasakashidanjokoudouplan.html
https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,26243,208,683,html
http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/danjo/gyo_5_2.html
https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/23/boryokuboshiandhigaisyakihonkeikaku2.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/kikaku/danjokyodosankaku/shokai/keikaku_sengen/keikaku/1982.html
http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/seisaku_keikaku/plan/shimin/kyoseiplan.html
https://www.city.kitamoto.lg.jp/shisei/jinken/2/1418183281740.html
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324 11 埼玉県 2348 八潮市 八潮市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画 平成22年4月 平成28年4月 http://www.city.yashio.lg.jp/shisei/jinken_danjo/danjokyodo/dai4ji_plan.html ○ 第４次八潮市男女共同参画プラン

325 11 埼玉県 2356 富士見市 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画 平成22年10月 令和3年4月 https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/danjyokyoudou/dannjyoplan4th.files/danjyoplan ○ 富士見市男女共同参画プラン（第4次）

326 11 埼玉県 2372 三郷市 第５次みさと男女共同参画プラン 令和3年3月22日
http://www.city.misato.lg.jp/dd.aspx?menuid=4380

○ 第５次みさと男女共同参画プラン

327 11 埼玉県 2381 蓮田市 蓮田市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画 平成28年3月 https://www.city.hasuda.saitama.jp/jinken/kurashi/jinken/kyosei.html ○ はすだ男女共生プラン２０２５

328 11 埼玉県 2399 坂戸市 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画 令和4年3月 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/12/8156.html ○ 第４次坂戸市男女共同参画基本計画　「さかど男女共同参画プラン」

329 11 埼玉県 2402 幸手市 第５次幸手市男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/jinkensuishin/danjyo/837.html ○ 第５次幸手市男女共同参画プラン

330 11 埼玉県 2411 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市DV対策基本計画 平成24年3月22日 令和4年3月10日 https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page008833.html ○ つるがしま男女共同参画推進プラン（第６次）

331 11 埼玉県 2429 日高市 日高市DV防止基本計画 平成17年3月 令和3年3月 https://www.city.hidaka.lg.jp/information/123/10/12/19036.html ○ 第５次日高市男女共同参画プラン

332 11 埼玉県 2437 吉川市 吉川市配偶者暴力防止及び被害者支援基本計画 平成21年3月 令和4年3月 https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,60004,244,1241,html ○ よしかわパートナーシップアクション～ 第４次吉川市男女共同参画基本計画～

333 11 埼玉県 2453 ふじみ野市 ふじみ野市DV防止基本計画 平成30年3月 https://www.city.fujimino.saitama.jp/shinojoho/shisei/danjokyodosankaku/4932.html ○ ふじみ野市第２次男女共同参画基本計画

334 11 埼玉県 2461 白岡市 第５次白岡市男女共同参画プラン 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.shiraoka.lg.jp/8628.htm ○ 第５次白岡市男女共同参画プラン

335 11 埼玉県 3018 伊奈町 第3次伊奈町男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000006691.html ○ 第3次伊奈町男女共同参画プラン

336 11 埼玉県 3247 三芳町 第３次三芳町男女共同参画基本計画 平成28年3月 令和2年3月 https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/3rd_danjokyoudou_master_plan.html ○ 第３次三芳町男女共同参画基本計画

337 11 埼玉県 3263 毛呂山町 毛呂山町DV防止基本計画 平成28年3月 https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikikarasagasu/somuka/jichisinkou/danjokyoudousankaku/2412.html ○ 第三次もろやま男女共同参画プラン

338 11 埼玉県 3271 越生町 越生町男女共同参画プラン（第4次計画） 令和3年3月
http://www.town.ogose.saitama.jp/chousei/keikaku/1453290415363.html

○ 越生町男女共同参画プラン（第4次計画）

339 11 埼玉県 3413 滑川町 第3次滑川町パートナーシッププラン 令和4年3月
https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/somuseisakuka/danjokyodo
sankaku/779.html

○ 第3次滑川町パートナーシッププラン

340 11 埼玉県 3425 嵐山町 第4次嵐山町男女共同参画プラン 令和4年2月 http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005848.html ○ 第4次嵐山町男女共同参画プラン

341 11 埼玉県 3433 小川町 おがわ男女共同参画推進プラン（第4次） 平成29年3月31日 令和4年3月31日 https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000005051.html ○ おがわ男女共同参画推進プラン（第３次）

342 11 埼玉県 3468 川島町 第２次川島町男女共同参画推進計画 令和3年3月 https://www.town.kawajima.saitama.jp/4073.htm ○ 第２次川島町男女共同参画推進計画

343 11 埼玉県 3476 吉見町 吉見町DV防止基本計画 平成26年3月 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/jichi_zaisei/zinken/2324.html ○ 第三次吉見町男女共同参画プラン

344 11 埼玉県 3484 鳩山町 鳩山町男女共同参画計画 平成16年1月 平成30年4月 https://www.town.hatoyama.saitama.jp/gyousei/seisaku/jinkenseisaku/danjo_kyoudou_sa ○ 鳩山町男女共同参画計画

345 11 埼玉県 3492 ときがわ町 第３次ときがわ町男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.town.tokigawa.lg.jp/Info/2491 ○ 第３次ときがわ町男女共同参画プラン

346 11 埼玉県 3611 横瀬町 第３次横瀬町男女共同参画プラン 令和2年3月 https://www.town.yokoze.saitama.jp/yokoze/machitukuri/4460 ○ 第３次横瀬町男女共同参画プラン

347 11 埼玉県 3620 皆野町 第３次皆野町男女共同参画プラン 令和4年3月 httpｓ://www.town.minano.saitama.jp/section/soumu/841/ ○ 第３次皆野町男女共同参画プラン

348 11 埼玉県 3638 長瀞町 第3次長瀞町男女共同参画プラン 令和2年4月 http://www.town.nagatoro.saitama.jp/towninformation/plan04/ ○ 第3次長瀞町男女共同参画プラン

349 11 埼玉県 3654 小鹿野町 小鹿野町ＤＶ防止基本計画 平成24年3月1日 平成31年3月 https://www.town.ogano.lg.jp/cms/wp-content/uploads/2019/04/2danjyokyoudou1.pdf ○ 小鹿野町男女共同参画計画

350 11 埼玉県 3697 東秩父村 第３次東秩父村男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/01/daisanji-danjokyoudousankaku.htm ○ 第３次東秩父村男女共同参画プラン

351 11 埼玉県 3816 美里町 美里町男女共同参画推進プラン 令和４年3月 https://www.town.saitama-misato.lg.jp/0000000365.html ○ 美里町男女共同参画推進プラン

352 11 埼玉県 3832 神川町 神川町男女共同参画プラン 平成25年4月 http://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/soumu/jinkendanjo/1625.html ○ 神川町男女共同参画プラン

353 11 埼玉県 3859 上里町 第3次かみさと男女共同参画推進プラン 平成31年3月 http://www.town.kamisato.saitama.jp/1522.htm ○ 第3次かみさと男女共同参画推進プラン

354 11 埼玉県 4081 寄居町 寄居町ＤＶ防止基本計画 平成22年3月 令和2年3月 https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/10/danjyokyoudousankaku.html ○ 寄居町男女共同参画推進プラン２０２０

355 11 埼玉県 4421 宮代町 第２次宮代町男女共同参画プラン 令和4年3月 http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000018816.html ○ 第３次宮代町男女共同参画プラン

356 11 埼玉県 4642 杉戸町 すぎと男女共同参画プラン（第5次） 令和3年3月
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/index3654.html

○ すぎと男女共同参画プラン（第5次）

357 11 埼玉県 4651 松伏町 松伏町男女共同参画基本計画（まつぶしコミュニケーションプラン第５版） 令和2年3月 http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1586146182974/index.html ○ 松伏町男女共同参画基本計画（まつぶしコミュニケーションプラン第５版）

358 12 千葉県 1002 千葉市 第2次千葉市ＤＶ防止・被害者支援基本計画 平成24年7月 平成28年3月 https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kateishien/dvkeikaku/documents/dainijidvkeikaku.pdf ○ ちば男女共同参画基本計画　第4次ハーモニープラン

359 12 千葉県 2025 銚子市 第3次銚子市男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/cat05/danjosankaku/2018-0410-dai3jikeikaku.html ○ 第3次銚子市男女共同参画計画
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360 12 千葉県 2033 市川市 市川市男女共同参画基本計画第４次ＤＶ防止実施計画 平成23年8月 令和2年3月 http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000002.html ○ 市川市男女共同参画基本計画

361 12 千葉県 2041 船橋市 第４次船橋市男女共同参画計画 平成29年3月 令和４年3月 https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/danjyokyoudou/001/p102632.html ○ 第４次船橋市男女共同参画計画

362 12 千葉県 2050 館山市 第4期館山市男女共同参画推進プラン 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.tateyama.chiba.jp/kikaku/page100131.html ○ 第4期館山市男女共同参画推進プラン

363 12 千葉県 2068 木更津市 第５次　木更津市男女共同参画計画 平成29年３月 令和4年3月 http://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/keikaku/keikau/danjo/1009845.html ○ 木更津市男女共同参画計画

364 12 千葉県 2076 松戸市 松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画 平成30年3月 http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/plan.html ○ 松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画

365 12 千葉県 2084 野田市 野田市児童虐待防止及びドメスティック・バイオレンス総合対策大綱 平成14年2月 令和4年3月29日 https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/keikaku/keikakusho/1034697.html ○ 第4次野田市男女共同参画計画

366 12 千葉県 2106 茂原市 男女ハートフル共生プラン～茂原市男女共同参画計画（第4次）～　(基本計画を包含) 平成28年3月 令和3年3月 http://www.city.mobara.chiba.jp/0000000883.html ○ 男女ハートフル共生プラン～茂原市男女共同参画計画（第4次）～

367 12 千葉県 2114 成田市 第4次成田市男女共同参画計画 令和3年6月 https://www.city.narita.chiba.jp/shisei/page101400.html ○ 第4次成田市男女共同参画計画

368 12 千葉県 2122 佐倉市 佐倉市男女平等参画基本計画【第4期】 令和2年3月 https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jichijinkensuishinka/190/4265.html ○ 佐倉市男女平等参画基本計画【第4期】

369 12 千葉県 2131 東金市 第3次東金市男女共同参画プラン 令和3年3月 http://www.city.togane.chiba.jp/0000009153.html ○ 第3次東金市男女共同参画プラン

370 12 千葉県 2157 旭市 第2次旭市男女共同参画計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/7/2255.html ○ 第2次旭市男女共同参画計画

371 12 千葉県 2165 習志野市 習志野市第3次男女共同参画基本計画 令和2年3月 https://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/kyodokeizai/danjokyoudousankaku/dai3ji_danjo_keikaku.html ○ 習志野市第3次男女共同参画基本計画

372 12 千葉県 2173 柏市 第三次柏市男女共同参画推進計画 平成28年3月 https://www.city.kashiwa.lg.jp/kyosei-c/shiseijoho/keikaku/sonota/3698.html ○ 第三次柏市男女共同参画推進計画

373 12 千葉県 2181 勝浦市 第2次勝浦市男女共同参画計画 平成30年3月 https://www.city.katsuura.lg.jp/div/teijyu/pdf/danjo/saisyudai2jikeikaku.pdf ○ 第2次勝浦市男女共同参画計画

374 12 千葉県 2190 市原市 いちはら男女共同参画社会づくりプラン 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=62443b0b16ccd70f95c4f5b2 ○ いちはら男女共同参画社会づくりプラン

375 12 千葉県 2203 流山市 流山市第４次男女共同参画プラン 令和2年3月 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1003156/1003413/1025202/index.html ○ 流山市第4次男女共同参画プラン

376 12 千葉県 2211 八千代市 第2次やちよ男女共同参画プラン 令和3年3月 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/102500/page000020.html ○ 第2次やちよ男女共同参画プラン

377 12 千葉県 2220 我孫子市 我孫子市第3次男女共同参画プラン 平成31年3月 http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/keikauhoushin/gyoseikeiei/sankakuplan.html 〇 我孫子市第３次男女共同参画プラン

378 12 千葉県 2238 鴨川市 第3次鴨川市男女共同参画計画 令和4年3月 https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/1/297.html ○ 第3次鴨川市男女共同参画計画

379 12 千葉県 2246 鎌ケ谷市 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画（かがやきプラン） 令和3年2月 https://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/daisanndanjyokeikaku.html ○ 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画（かがやきプラン）

380 12 千葉県 2254 君津市 みんなが輝くまち・きみつプラン（第５次君津市男女共同参画計画） 平成25年3月 令和4年6月 http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/48440.html ○ みんなが輝くまち・きみつプラン（第５次君津市男女共同参画計画）

381 12 千葉県 2262 富津市 富津市ＤＶ・虐待防止計画 平成31年3月 https://www.city.futtsu.lg.jp/0000005461.html ○ いきいき富津障害者プラン、富津市高齢者福祉計画、子ども子育て支援事業計画

382 12 千葉県 2271 浦安市 第3次うらやす男女共同参画プラン 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku/shichokoshitsu/1035548.html ○ 第3次うらやす男女共同参画プラン

383 12 千葉県 2289 四街道市 第4次四街道市男女共同参画推進計画 平成26年3月 令和4年2月 https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/danjosankaku/danjokyodo-keikaku/keikaku-4/4danjokyodo_keikaku.html ○ 第4次四街道市男女共同参画推進計画

384 12 千葉県 2297 袖ケ浦市 第4次袖ケ浦市男女共同参画計画はっぴープラン 平成31年3月 https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shimin-kyoudou/danjo-keikaku-4zisinkoukannri.html ○ 第4次袖ケ浦市男女共同参画計画はっぴープラン

385 12 千葉県 2301 八街市 第3次八街市男女共同参画計画 平成28年3月 令和4年3月
https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/3/553.html

○ 第3次八街市男女共同参画計画

386 12 千葉県 2319 印西市 第3次印西市男女共同参画プラン 平成31年3月 http://www.city.inzai.lg.jp/0000009159.html ○ 第3次印西市男女共同参画プラン

387 12 千葉県 2327 白井市 白井市男女平等推進行動計画<2016～2025> 平成28年3月 http://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/s03/ska004/ska016/k/1421160764461.html ○ 白井市男女平等推進行動計画<2016～2025>

388 12 千葉県 2335 富里市 富里市男女共同参画計画（第2次）改訂版 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.tomisato.lg.jp/0000004624.html ○ 富里市男女共同参画計画（第2次）改訂版

389 12 千葉県 2343 南房総市 第3次南房総市男女共同参画推進計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000005968.html ○ 第3次南房総市男女共同参画推進計画

390 12 千葉県 2351 匝瑳市 第2次匝瑳市男女共同参画計画 平成29年2月 httpｓ://www.city.sosa.lg.jp/data/doc/1550655553_doc_8_0.pdf ○ 第2次匝瑳市男女共同参画計画

391 12 千葉県 2360 香取市 香取市第2次男女共同参画計画 令和2年3月 http://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/plan/kyodo_sankaku/danjo_keikaku.html ○ 第2次香取市男女共同参画計画及び香取市人権施策基本指針

392 12 千葉県 2378 山武市 第3次山武市男女共同参画計画 平成26年5月 平成31年3月 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001133.html ○ 第3次山武市男女共同参画計画

393 12 千葉県 2386 いすみ市 第3次いすみ男女共同参画プラン 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/kikakuhan/5/2/3/4959.html ○ 第３次いすみ男女共同参画プラン

394 12 千葉県 2394 大網白里市 第2次大網白里市男女共同参画計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000011260.html ○ 第2次大網白里市男女共同参画計画

395 12 千葉県 3226 酒々井町 第2次酒々井町男女共同参画計画 平成30年3月 令和4年3月 https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2018061800048/ 〇 第2次酒々井町男女共同参画計画
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https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/danjyokyoudou/001/p102632.html
http://www.city.tateyama.chiba.jp/kikaku/page100131.html
http://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/keikaku/keikau/danjo/1009845.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/plan.html
https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/keikaku/keikakusho/1034697.html
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000000883.html
https://www.city.narita.chiba.jp/shisei/page101400.html
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jichijinkensuishinka/190/4265.html
http://www.city.togane.chiba.jp/0000009153.html
https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/7/2255.html
https://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/kyodokeizai/danjokyoudousankaku/dai3ji_danjo_keikaku.html
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kyosei-c/shiseijoho/keikaku/sonota/3698.html
https://www.city.katsuura.lg.jp/div/teijyu/pdf/danjo/saisyudai2jikeikaku.pdf
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=62443b0b16ccd70f95c4f5b2
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/102500/page000020.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/keikauhoushin/gyoseikeiei/sankakuplan.html
https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/1/297.html
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/daisanndanjyokeikaku.html
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/12/48440.html
https://www.city.futtsu.lg.jp/0000005461.html
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku/shichokoshitsu/1035548.html
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/danjosankaku/danjokyodo-keikaku/keikaku-4/4danjokyodo_keikaku.html
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shimin-kyoudou/danjo-keikaku-4zisinkoukannri.html
https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/3/553.html
https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/3/553.html
http://www.city.inzai.lg.jp/0000009159.html
http://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/s03/ska004/ska016/k/1421160764461.html
http://www.city.tomisato.lg.jp/0000004624.html
http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000005968.html
http://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/plan/kyodo_sankaku/danjo_keikaku.html
https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001133.html
https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/kikakuhan/5/2/3/4959.html
https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000011260.html
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2018061800048/
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396 12 千葉県 3293 栄町 栄町男女共同参画計画 令和4年3月 http://www.town.sakae.chiba.jp/sp/page/page005609.html 〇 栄町男女共同参画計画

397 12 千葉県 3471 多古町 第2次多古町男女共同参画推進プラン 平成29年3月 令和3年3月 https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018012600086/ 〇 多古町男女共同参画推進プラン

398 12 千葉県 3498 東庄町 第2次東庄町男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.town.tohnosho.chiba.jp/002service/c003/2016-0318-1537-6.html ○ 第2次東庄町男女共同参画計画

399 12 千葉県 4109 横芝光町 第2次横芝光町男女共同参画計画 平成21年1月 平成31年3月 http://www.town.yokosihibahikari.chiba.jp/sougoukeikaku/post_34.html ○ 横芝光町男女共同参画計画

400 12 千葉県 4214 一宮町 一宮町男女共同参画計画 令和4年4月 https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/207/129/3.html 〇 一宮町男女共同参画計画

401 12 千葉県 4222 睦沢町 睦沢町男女共同参画計画 令和3年4月 https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/wp-content/uploads/2017/09ffbe493788dda97a2a5798dcb8a1c540.pdf 〇 睦沢町男女共同参画計画

402 12 千葉県 4231 長生村 長生村男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001479.html ○ 長生村男女共同参画計画

403 12 千葉県 4271 長南町 長南町男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.town.chonan.chiba.jp/osirase/27040/ ○ 長南町男女共同参画計画

404 12 千葉県 4419 大多喜町 第２次大多喜町男女共同参画計画 平成28年8月 令和3年3月 http://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/11,18870,68,140,html ○ 第2次大多喜町男女共同参画計画

405 12 千葉県 4435 御宿町 御宿町男女共同参画計画 令和4年1月 http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub5/3/1008.html 〇 御宿町男女共同参画計画

406 12 千葉県 4630 鋸南町 鋸南町男女共同参画推進計画 令和4年3月 http://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/6/0007303.html ○ 鋸南町男女共同参画推進計画

407 13 東京都 1016 千代田区 第６次千代田区ジェンダー平等推進行動計画（基本計画を包含　第６次～計画名称変更 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/byodo.html

408 13 東京都 1024 中央区 中央区配偶者暴力対策基本計画 平成30年3月 http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/danjokyodosankaku2013.html ○ 中央区男女共同参画行動計画２０１８

409 13 東京都 1032 港区
第４次港区男女平等参画行動計画　―みんなで進めよう　男女平等―　(基本計画を包
含）

平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/kurashi/hewa/danjo/kekaku.html

410 13 東京都 1041 新宿区 新宿区第二次配偶者等暴力防止及び被害者支援基本計画 平成24年1月17日 平成30年3月 http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_002169.html ○ 新宿区第三次男女共同参画推進計画

411 13 東京都 1059 文京区 文京区男女平等参画推進計画 平成13年3月 令和4年3月 https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jinken/danjo/suisinkeikakutou/keikaku.html 　

412 13 東京都 1067 台東区 台東区男女平等推進行動計画 平成27年3月 令和2年3月 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jinken/danjobyodo/habataki.html ○ 台東区男女平等推進行動計画

413 13 東京都 1075 墨田区 墨田区男女共同参画推進プラン（第5次）(基本計画を包含) 平成26年3月 平成31年３月 https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/jinken_danzyo/danzyo/danjoplan/index.html

414 13 東京都 1083 江東区 江東区配偶者暴力対策基本計画 平成23年3月 令和3年3月 http://www.city.koto.lg.jp/kurashi/jinken/danjo/kekaku/index.html ○ 第７次江東区男女共同参画行動計画「男女共同参画ＫＯＴＯプラン２０２１」

415 13 東京都 1091 品川区
ﾏｲｾﾙﾌ品川プラン～誰もが自分らしく～男女共同参画のための品川区行動計画（第5
次）・品川区配偶者暴力対策基本計画・品川区女性活躍推進計画

平成23年3月 平成31年3月 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-zinken/kuseizyoho-zinken-kyodosankaku/20190401530320.html ○ 男女共同参画のための品川区行動計画（第5次）、品川区女性活躍推進計画

416 13 東京都 1105 目黒区 目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画（基本計画を包含） 平成23年2月 令和4年2月 https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/jinken/danjo/suishinkeikaku/suishinkeikaku2022.html

417 13 東京都 1113 大田区 第８期大田区男女共同参画推進プラン（基本計画を包含） 平成27年3月 令和3年3月 https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/danjo/torikumi/8th_danjo_plan.html

418 13 東京都 1121 世田谷区 世田谷区第二次男女共同参画プラン後期計画 令和4年3月 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/008/d00195525.html

419 13 東京都 1130 渋谷区 第２次男女平等・多様性社会推進行動計画（基本計画を包含） 平成23年8月29日 令和4年3月 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/ku_keikaku/danjo_byodo.html

420 13 東京都 1148 中野区 中野区男女共同参画基本計画（第４次）(基本計画を包含) 平成24年12月 平成30年3月 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d025464.html

421 13 東京都 1156 杉並区 杉並区男女共同参画行動計画（基本計画を包含） 平成21年3月 令和4年5月 https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kusei/jinken/1005360.html

422 13 東京都 1164 豊島区 第3次豊島区配偶者等暴力防止基本計画 平成23年12月 令和4年3月 http://www.city.toshima.lg.jp/051/kuse/danjo/dvboshi/030645.html ○ 第5次豊島区男女共同参画推進行動計画

423 13 東京都 1172 北区 北区男女共同参画行動計画 第６次アゼリアプラン（基本計画を包含） 平成27年3月 令和2年3月 http://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/kurashi/jinken/azeleaplan-6.html

424 13 東京都 1181 荒川区 荒川区男女共同参画社会推進計画（第５次）（基本計画を包含） 平成22年7月 令和3年5月 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/seikatsu/jinkendanjo/5keikaku.html

425 13 東京都 1199 板橋区 板橋区配偶者暴力防止基本計画 平成23年2月15日 令和3年3月 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/jinken/danjo/jitsugen/index.html ○ 男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画「いたばしアクティブプラン2025」

426 13 東京都 1202 練馬区 第5次練馬区男女共同参画計画（基本計画を包含） 平成21年3月 令和2年3月 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keikaku/shisaku/kumin/sankaku/dai5jidanjokeikaku.html

427 13 東京都 1211 足立区 第7次足立区男女共同参画行動計画（基本計画を包含） 平成30年6月 https://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/chiikibunka/kuminsanka/7jikoudoukeikaku.html

428 13 東京都 1229 葛飾区 葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護のための計画（第4次） 平成21年2月26日 令和4年3月 http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000084/1006016/1028507.html ○ 葛飾区男女平等推進計画（第6次）

429 13 東京都 1237 江戸川区 江戸川区男女共同参画推進計画(基本計画を包含） 平成29年3月 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kuseijoho/keikaku/danjyo_sankaku/h29-38/keikaku.html

430 13 東京都 2012 八王子市 男女が共に生きるまち八王子プラン（第３次）(基本計画を包含） 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/003/004/001/index.html

431 13 東京都 2021 立川市 立川市第７次男女平等参画推進計画 令和2年7月 http://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/shise/sesaku/kakushukekaku/danjo.html

http://www.town.sakae.chiba.jp/sp/page/page005609.html
https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018012600086/
http://www.town.tohnosho.chiba.jp/002service/c003/2016-0318-1537-6.html
http://www.town.yokosihibahikari.chiba.jp/sougoukeikaku/post_34.html
https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/207/129/3.html
https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/wp-content/uploads/2017/09ffbe493788dda97a2a5798dcb8a1c540.pdf
http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001479.html
http://www.town.chonan.chiba.jp/osirase/27040/
http://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/11,18870,68,140,html
http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub5/3/1008.html
http://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/6/0007303.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/byodo.html
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/danjokyodosankaku2013.html
https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/kurashi/hewa/danjo/kekaku.html
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_002169.html
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jinken/danjo/suisinkeikakutou/keikaku.html
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jinken/danjobyodo/habataki.html
https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/jinken_danzyo/danzyo/danjoplan/index.html
http://www.city.koto.lg.jp/kurashi/jinken/danjo/kekaku/index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-zinken/kuseizyoho-zinken-kyodosankaku/20190401530320.html
https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/jinken/danjo/suishinkeikaku/suishinkeikaku2022.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/danjo/torikumi/8th_danjo_plan.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/008/d00195525.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/ku_keikaku/danjo_byodo.html
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d025464.html
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kusei/jinken/1005360.html
http://www.city.toshima.lg.jp/051/kuse/danjo/dvboshi/030645.html
http://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/kurashi/jinken/azeleaplan-6.html
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/seikatsu/jinkendanjo/5keikaku.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/jinken/danjo/jitsugen/index.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keikaku/shisaku/kumin/sankaku/dai5jidanjokeikaku.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/chiikibunka/kuminsanka/7jikoudoukeikaku.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000084/1006016/1028507.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kuseijoho/keikaku/danjyo_sankaku/h29-38/keikaku.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/003/004/001/index.html
http://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/shise/sesaku/kakushukekaku/danjo.html
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432 13 東京都 2039 武蔵野市 武蔵野市第四次男女平等推進計画 平成31年3月 https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/shimimbu_shisaku_keikaku/danjobyodo_suishinkeikaku/1023467.html

433 13 東京都 2047 三鷹市 男女平等参画のための三鷹市行動計画2022（第２次改定）（基本計画を包含） 平成24年3月 令和2年3月 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/087847.html

434 13 東京都 2055 青梅市 第六次青梅市男女平等推進計画（基本計画を包含） 平成30年3月 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/12/426.html

435 13 東京都 2063 府中市
第６次府中市男女共同参画計画-男女が共に参画するまち府中プラン-(基本計画を含
む）

令和2年４月 https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/bunka/danjyokyodo/5020401.html

436 13 東京都 2071 昭島市 昭島市男女共同参画プラン(基本計画を包含) 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.akishima.lg.jp/s006/020/010/070/20140905114850.html

437 13 東京都 2080 調布市 調布市男女共同参画推進プラン（第５次）（基本計画を包含） 令和4年3月 https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1652341575840/index.html

438 13 東京都 2098 町田市 第5次町田市男女平等推進計画（基本計画を包含） 令和4年3月 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/danjo/keikaku/5th/5stdanjobyoudoukeikaku.html

439 13 東京都 2101 小金井市 小金井市第６次男女共同参画行動計画（基本計画を包含） 平成22年10月 令和3年3月 http://www.city.koganei.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/taisakusodan/danjokyodokeikaku/dai6jikoudoukeikakut.html 

440 13 東京都 2128 日野市 第４次日野市男女平等行動計画（基本計画を包含） 令和3年4月 https://www.city.hino.lg.jp/shisei/keikaku/danjo/keikaku/1016693.html

441 13 東京都 2136 東村山市 東村山市第3次男女共同参画基本計画（基本計画を包含） 平成24年4月 平成29年4月
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/danjo/danjo/danjyo-
torikumi/danjyokyoudou/kihonnkeikaku3.html

442 13 東京都 2144 国分寺市 第２次国分寺市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画 平成20年5月 平成29年3月 http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/smp/kurashi/1011887/1011901/byoudou/1002818.html ○ 第２次国分寺市男女平等推進行動計画

443 13 東京都 2152 国立市 国立市第５次男女平等・男女共同参画推進計画（基本計画を包含） 平成28年4月 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kurashi/heiwa/sankaku/danjyo_keikaku/dai5ji_keikaku/1471413924549.html

444 13 東京都 2187 福生市 福生市男女共同参画行動計画（第６期）（基本計画を包含） 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/rights/gender/1011581.html

445 13 東京都 2195 狛江市 狛江市配偶者暴力対策基本計画 平成22年3月31日 令和2年３月 https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,0,358,2140,html ○ 狛江市男女共同参画推進計画

446 13 東京都 2209 東大和市
第三次東大和市男女共同参画推進計画(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の実施に関する基本的な計画を含む)

令和3年3月 https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/31,69210,331,537,html

447 13 東京都 2217 清瀬市 清瀬市第２次配偶者等からの暴力の防止及び被害者保護のための基本計画 平成23年3月 平成30年3月 https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/keikakusisaku/heiwakeikaku/1004656.html ○ 第３次清瀬市男女平等推進プラン

448 13 東京都 2225 東久留米市 東久留米市第3次男女平等推進プラン(基本計画を包含) 平成21年4月1日 平成29年3月 https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/sesaku/danjo/1003863.html

449 13 東京都 2233 武蔵村山市 武蔵村山市第四次男女共同参画計画－ゆーあいプラン－(基本計画を包含） 令和2年3月 http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/shisaku/kikaku/1001997.html

450 13 東京都 2241 多摩市
第４次多摩市女と男がともに生きる行動計画　（多摩市第２次配偶者暴力対策基本計画
を包含）

令和3年4月 https://www.city.tama.lg.jp/0000011618.html

451 13 東京都 2250 稲城市
男女平等推進いなぎプラン（稲城市男女共同参画計画）（第四次）
（稲城市配偶者等暴力防止及び被害者支援に関する基本計画を包含）

平成28年3月 https://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/keikaku_hokoku/danjo/danjoplan.html

452 13 東京都 2276 羽村市 第５次羽村市男女共同参画基本計画(配偶者暴力対策基本計画を包含) 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016237.html

453 13 東京都 2284 あきる野市 第5次あきる野男女共同参画プラン(配偶者からの暴力防止に関する計画を包含) 令和4年3月 https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000014118.html

454 13 東京都 2292 西東京市 西東京市第２次配偶者暴力対策基本計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/sisei/dai4zikeikaku.html ○ 西東京市第４次男女平等参画推進計画

455 13 東京都 2110 小平市
小平アクティブプラン２１（第四次小平市男女共同参画推進計画）
（配偶者暴力の防止及び被害者保護等のための計画を包含）

令和4年3月 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/096/096371.html

456 13 東京都 3035 瑞穂町
第6次瑞穂町男女共同参画社会推進行動計画（「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」を包含）

令和2年3月 http://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/002/013/index..html

457 14 神奈川県 1003 横浜市 第５次横浜市男女共同参画行動計画 令和3年3月
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/seisaku/torikumi/danjo/keikaku/kodokeikaku/

458 14 神奈川県 1305 川崎市 第３期川崎市DV防止・被害者支援基本計画 平成22年3月 令和2年2月
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000116346.html

○ 第５期川崎市男女平等推進行動計画

459 14 神奈川県 1500 相模原市 第３次さがみはら男女共同参画推進プラン 平成24年3月 令和2年3月 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1013001/gender_equal/1019945.html

460 14 神奈川県 2018 横須賀市 第５次横須賀市男女共同参画プラン 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/01joureiplan/plan5.html ○ 第５次横須賀市男女共同参画プラン

461 14 神奈川県 2034 平塚市 ひらつか男女共同参画プラン２０１７ 平成29年2月
令和3年2月

（後期見直し）
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jinken/page-c_00910.html ○ ひらつか男女共同参画プラン２０１７

462 14 神奈川県 2042 鎌倉市 かまくらジェンダー平等プラン【鎌倉市男女共同参画計画（第3次）】 令和4年3月 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/documents/genderplan.pdf ○ かまくらジェンダー平等プラン【鎌倉市男女共同参画計画（第3次）】

463 14 神奈川県 2051 藤沢市 ふじさわジェンダー平等プラン2030～藤沢市男女共同参画計画～ 令和3年3月 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jinkendanjyo/kurashi/jinken/danjo/danjo.html ○ ふじさわジェンダー平等プラン2030～藤沢市男女共同参画計画～

464 14 神奈川県 2069 小田原市 第3次おだわら男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/526607/1-20220526104326.pdf ○ 第３次おだわら男女共同参画プラン

465 14 神奈川県 2077 茅ヶ崎市 第２次ちがさき男女共同参画推進プラン（茅ヶ崎市DV対策基本計画） 平成28年1月 令和2年8月11日 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/danjyo/1027855.html ○ 第２次ちがさき男女共同参画推進プラン

466 14 神奈川県 2085 逗子市 ずし男女共同参画プラン 2022 平成28年3月 https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jinkendanjo/kyoudou/planindex.html ○ ずし男女共同参画プラン　2022

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/shimimbu_shisaku_keikaku/danjobyodo_suishinkeikaku/1023467.html
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/087/087847.html
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/12/426.html
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/bunka/danjyokyodo/5020401.html
https://www.city.akishima.lg.jp/s006/020/010/070/20140905114850.html
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1652341575840/index.html
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/danjo/keikaku/5th/5stdanjobyoudoukeikaku.html
http://www.city.koganei.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/taisakusodan/danjokyodokeikaku/dai6jikoudoukeikakut.html
https://www.city.hino.lg.jp/shisei/keikaku/danjo/keikaku/1016693.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/danjo/danjo/danjyo-torikumi/danjyokyoudou/kihonnkeikaku3.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/danjo/danjo/danjyo-torikumi/danjyokyoudou/kihonnkeikaku3.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/danjo/danjo/danjyo-torikumi/danjyokyoudou/kihonnkeikaku3.html
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/smp/kurashi/1011887/1011901/byoudou/1002818.html
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kurashi/heiwa/sankaku/danjyo_keikaku/dai5ji_keikaku/1471413924549.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/rights/gender/1011581.html
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,0,358,2140,html
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/31,69210,331,537,html
https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/keikakusisaku/heiwakeikaku/1004656.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/sesaku/danjo/1003863.html
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/shisaku/kikaku/1001997.html
https://www.city.tama.lg.jp/0000011618.html
https://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/keikaku_hokoku/danjo/danjoplan.html
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016237.html
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000014118.html
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/sisei/dai4zikeikaku.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/096/096371.html
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/002/013/index..html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/danjo/keikaku/kodokeikaku/
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/danjo/keikaku/kodokeikaku/
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/danjo/keikaku/kodokeikaku/
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000116346.html
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000116346.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1013001/gender_equal/1019945.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/01joureiplan/plan5.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/danjo/documents/genderplan.pdf
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jinkendanjyo/kurashi/jinken/danjo/danjo.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/526607/1-20220526104326.pdf
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/danjyo/1027855.html
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jinkendanjo/kyoudou/planindex.html
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467 14 神奈川県 2107 三浦市 第３次みうら男女共同参画プラン 令和3年3月 http://www.city.miura.kanagawa.jp/kyoudo/dannjyokyoudousannkakupurann.html ○ 第３次みうら男女共同参画プラン

468 14 神奈川県 2115 秦野市 第４期はだの男女共同参画プラン 平成28年4月 令和3年3月 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000001780/index.html ○ 第４期はだの男女共同参画プラン

469 14 神奈川県 2123 厚木市 第３次厚木市男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shiminkyodosuishinka/16/6/4073.html ○ 第３次厚木市男女共同参画計画

470 14 神奈川県 2131 大和市 第３次やまと男女共同参画プラン 平成31年3月 https://www.city.yamato.lg.jp/material/files/group/47/000147647.pdf ○ 第３次やまと男女共同参画プラン

471 14 神奈川県 2140 伊勢原市 第２次伊勢原市男女共同参画プラン 平成30年4月 https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2013072500048/file_contents/danjyo_plan_2.pdf ○ 第２次伊勢原市男女共同参画プラン

472 14 神奈川県 2158 海老名市 第3次海老名市男女共同参画プラン 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kyodo/danjo/1009790.html ○ 第３次海老名市男女共同参画プラン

473 14 神奈川県 2166 座間市 ざま男女共同参画推進指針 令和3年3月 https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1620280735975/index.html ○ ざま男女共同参画推進指針

474 14 神奈川県 2174 南足柄市 みなみあしがら男女共同参画プラン（第5次） 令和3年2月 https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/jinken/danjyo/danjyo_kyodo_sankaku.html ○ みなみあしがら男女共同参画プラン（第5次）

475 14 神奈川県 2182 綾瀬市 第３次あやせ男女共同参画プラン 令和3年2月 https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000037800/hpg000037725.htm ○ 第３次あやせ男女共同参画プラン

476 14 神奈川県 3014 葉山町 男女共同参画プランはやま（第４次） 令和3年3月 https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/choumin/7/1/6783.html ○ 男女共同参画プランはやま（第４次）

477 14 神奈川県 3219 寒川町 第５次さむかわ男女共同参画プラン 平成28年3月 令和3年3月 https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/chomin/chominmadoguchi/sodan/info/kyoudou/13102.html ○ 第５次さむかわ男女共同参画プラン

478 14 神奈川県 3413 大磯町 第３次大磯町男女共同参画推進プラン 平成18年3月 令和3年3月 http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/chomin/tanto/danjokyoudou/14054.html ○ 第３次大磯町男女共同参画推進プラン

479 14 神奈川県 3421 二宮町 第2次にのみや男女共同参画プラン 平成25年4月 平成30年4月 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/seisakusomu/chiikiseisaku/chiikishien/keikaku/c06/1441760738754.html ○ 第2次にのみや男女共同参画プラン

480 14 神奈川県 3618 中井町 中井町男女共同参画プラン改訂版 平成17年3月 平成30年3月 https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3630 ○ 中井町男女共同参画プラン改訂版

481 14 神奈川県 3626 大井町 大井町男女共同参画プラン（第3次） 令和4年2月 https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/17/danjosankaku.html ○ 大井町男女共同参画プラン（第3次）

482 14 神奈川県 3634 松田町 松田町男女共同参画プラン 平成30年4月 https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/danjo-kyodo/ ○ 松田町男女共同参画プラン

483 14 神奈川県 3642 山北町 やまきた男女共同参画プラン改訂版 平成31年3月 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004460.html ○ やまきた男女共同参画プラン改訂版

484 14 神奈川県 3669 開成町 第４次かいせい男女共同参画プラン 令和2年3月 https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/Info/995 〇 第４次かいせい男女共同参画プラン

485 14 神奈川県 3821 箱根町 はこね男女共同参画推進プラン(第２次） 平成17年3月 平成27年3月 http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,2257,55,html#SUB7 ○ はこね男女共同参画推進プラン（第２次）

486 14 神奈川県 3839 真鶴町 まなづる男女共同参画プラン 平成21年3月 令和3年3月 http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/kikaku/kikakujoho/1190.html ○ まなづる男女共同参画プラン

487 14 神奈川県 4011 愛川町 第２次愛川町男女共同参画基本計画 平成24年3月 平成30年3月 http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kyouiku_sports_bunka/shogaigakusyu/1427687002678.html ○ 第２次愛川町男女共同参画基本計画（後期基本計画）

488 14 神奈川県 4029 清川村 清川村男女共同参画基本計画 令和3年3月 ○ 清川村男女共同参画基本計画

489 15 新潟県 1009 新潟市 新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/shiminseikatsu/danjo4zikeikaku.files/4zikeikaku4syou.pdf ○ 第４次新潟市男女共同参画行動計画

490 15 新潟県 2021 長岡市 長岡市配偶者などからの暴力防止及び被害者支援基本計画 平成24年3月 令和4年3月 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/danjyo/dai2-keikaku.html ○ 第３次ながおか男女共同参画基本計画

491 15 新潟県 2048 三条市 第2次三条市男女共同参画推進プラン 平成27年3月 平成31年3月 https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/tiikishinkou/danjyokyoudousankaku/1074.html 〇 第2次三条市男女共同参画推進プラン

492 15 新潟県 2056 柏崎市 柏崎市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（ＤＶ防止基本計画） 平成28年3月 令和3年3月 http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/danjyo/kurashi/danjo/shisaku/documens/7dai3sho-4.p ○ 柏崎市男女共同参画基本計画「かしわざき男女共同参画プラン」

493 15 新潟県 2102 十日町市 第３次十日町市男女共同参画基本計画 平成30年3月 http://www.city.tokamachi.lg.jp/shisei_machidukuri/F079/F082/kihonkeikaku/1454068580616.html 〇 第３次十日町市男女共同参画基本計画

494 15 新潟県 2137 燕市 燕市男女共同参画基本計画 平成19年3月 平成29年3月 http://www.city.tsubame.niigata.jp/material/files/group/6/100861419.pdf ○ 第3次燕市男女共同参画推進プラン

495 15 新潟県 2170 妙高市 第3次妙高市男女共同参画計画（男女が共にあゆむパートナープラン2020～2029） 令和2年3月 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/6.html ○ 第3次妙高市男女共同参画計画（男女が共にあゆむパートナープラン2020～2029）

496 15 新潟県 2188 五泉市 ごせん男女共同参画推進計画 平成19年3月 令和4年3月 https://www.city.gosen.lg.jp/municipal_administration/9/1/2471.html ○ ごせん男女共同参画推進計画

497 15 新潟県 2226 上越市 上越市第３次男女共同参画基本計画 平成30年3月 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/danjo/danjoplan2.html ○ 上越市第３次男女共同参画基本計画

498 15 新潟県 2234 阿賀野市 第4次阿賀野市男女共同参画プラン 令和3年3月 http://www.city.agano.niiigara.jp./sohikki/kikakuzaisei/18.html 〇 第3次阿賀野市男女共同参画プラン

499 15 新潟県 2242 佐渡市 第3次佐渡市男女共同参画計画 平成19年3月 令和2年3月 ｈｔｔｐｓ：//www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/djks07/index.shtml 〇 佐渡市男女共同参画計画

500 15 新潟県 2269 南魚沼市 第3次南魚沼市男女共同参画基本計画 平成19年3月 平成29年4月 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/keikaku/kyoudousanka/ 〇 第３次南魚沼市男女共同参画基本計画

501 15 新潟県 2277 胎内市 第３次胎内市男女共同参画プラン21 令和2年3月 http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/jinken/danjyo2.html 〇 第3次胎内市男女共同参画プラン21

502 16 富山県 2019 富山市 第２次富山市ＤＶ対策基本計画 平成24年3月 令和4年3月 http://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/danjyosankakusiminkyodo/kihonkeikaku.html ○ 第２次富山市男女共同参画プラン後期実施計画2022-2026

http://www.city.miura.kanagawa.jp/kyoudo/dannjyokyoudousannkakupurann.html
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000001780/index.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shiminkyodosuishinka/16/6/4073.html
https://www.city.yamato.lg.jp/material/files/group/47/000147647.pdf
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2013072500048/file_contents/danjyo_plan_2.pdf
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kyodo/danjo/1009790.html
https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1620280735975/index.html
https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/jinken/danjyo/danjyo_kyodo_sankaku.html
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000037800/hpg000037725.htm
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/choumin/7/1/6783.html
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/chomin/chominmadoguchi/sodan/info/kyoudou/13102.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/chomin/tanto/danjokyoudou/14054.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/seisakusomu/chiikiseisaku/chiikishien/keikaku/c06/1441760738754.html
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3630
https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/17/danjosankaku.html
https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/danjo-kyodo/
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004460.html
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/Info/995
http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,2257,55,html#SUB7�
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/kikaku/kikakujoho/1190.html
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kyouiku_sports_bunka/shogaigakusyu/1427687002678.html
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/shiminseikatsu/danjo4zikeikaku.files/4zikeikaku4syou.pdf
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/danjyo/dai2-keikaku.html
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/tiikishinkou/danjyokyoudousankaku/1074.html
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/danjyo/kurashi/danjo/shisaku/documens/7dai3sho-4.pdf
http://www.city.tokamachi.lg.jp/shisei_machidukuri/F079/F082/kihonkeikaku/1454068580616.html
http://www.city.tsubame.niigata.jp/material/files/group/6/100861419.pdf
https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/6.html
https://www.city.gosen.lg.jp/municipal_administration/9/1/2471.html
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/danjo/danjoplan2.html
http://www.city.agano.niiigara.jp./sohikki/kikakuzaisei/18.html
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/shisei/keikaku/kyoudousanka/
http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/jinken/danjyo2.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/danjyosankakusiminkyodo/kihonkeikaku.html
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503 16 富山県 2027 高岡市
高岡市ＤＶ対策基本計画（第３次）（配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する
基本計画）

平成24年2月 令和4年3月 https://www.city.takaoka.toyama.jp/gender/kurashi/kyodosankaku/shisaku/jokyo.html ○ 高岡市男女平等推進プラン（第２次）後期事業計画

504 16 富山県 2043 魚津市 魚津市男女共同参画プラン（第４次）YOU&愛2021～2025 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18129 ○ 魚津市男女共同参画プラン（第４次）YOU&愛2021～2025

505 16 富山県 2051 氷見市 氷見市男女共同参画プラン　ファインパートナーシップ2018 平成30年3月 令和4年3月 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/shisei/shinoseisaku/4/2609.html ○ 氷見市男女共同参画プラン(第５次)

506 16 富山県 2060 滑川市 滑川市男女共同参画計画～第３次ときめき　かがやき　ひかりのプラン～ 平成31年3月 https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/22/3/4728.html 〇 滑川市男女共同参画計画～第３次ときめき　かがやき　ひかりのプラン～

507 16 富山県 2078 黒部市 黒部市ＤＶ防止基本計画 平成29年3月 http://www.city.kurobe.toyama.jp/attach/EDIT/012/012690.pdf ○ 第２次くろべ男女共同参画プラン

508 16 富山県 2086 砺波市 砺波市男女共同参画推進計画（第４次） 平成23年3月 令和4年3月 https://www.city.tonami.lg.jp/info/46424p/ ○ 砺波市男女共同参画推進計画（第４次）

509 16 富山県 2094 小矢部市 小矢部市男女共同参画プラン（第２次）改定版 平成30年3月 http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/danjyokyoudousankaku/danjyokyoudousankaku/1536538942171.html ○ 小矢部市男女共同参画プラン（第２次）改定版

510 16 富山県 2108 南砺市 南砺市ＤＶ防止基本計画 平成29年3月 http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=17794 ○ 南砺市男女共同参画推進プラン（第２次）

511 16 富山県 2116 射水市 射水市DV防止基本計画 令和4年3月 https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=21503 ○ 第２次射水市男女共同参画基本計画（改訂版）

512 16 富山県 3228 上市町 上市町ＤＶ防止基本計画 平成26年3月10日 http://www.town.kamiichi.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=2142 ○ 第２次上市町男女共同参画プラン

513 16 富山県 3236 立山町 立山町ＤＶ防止基本計画 平成28年3月 令和3年3月 http://www.town.tateyama.toyama.jp/choseijoho/seisaku_keikaku/machinoseisaku/4999.html 〇 立山町男女共同参画プラン（第4次）

514 16 富山県 3422 入善町 第5次 にゅうぜん男女共同参画プラン 平成30年3月 https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/kyoiku_bunka_sports/danjyokyodosankaku/2092.html 〇 第5次 にゅうぜん男女共同参画プラン

515 16 富山県 3431 朝日町 第４次朝日町男女共同参画社会づくり計画 令和2年3月 https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kyoiku/danjo/danjo.html 〇 朝日町男女共同参画社会づくり計画

516 17 石川県 2014 金沢市 新金沢市男女共同参画推進行動計画 平成25年4月 平成29年3月 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/4/2/1110/19416.html ○ 新金沢市男女共同参画推進行動計画

517 17 石川県 2022 七尾市 七尾市男女共同参画推進プラン（第４次） 令和3年3月 https://www.city.nanao.lg.jp/soumu/shise/sesaku/kakushukeikaku/danjokyodo.html ○ 七尾市男女共同参画推進プラン（第４次）

518 17 石川県 2031 小松市 「共同参画のまち こまつ」への道しるべ 平成28年4月 https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/hatsuratsukyoudou/danjokyoudousankaku/1124.html ○ 「共同参画のまち こまつ」への道しるべ

519 17 石川県 2049 輪島市 輪島市男女共同参画行動計画 平成24年3月 令和4年3月 http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017101600013/ ○ 輪島市男女共同参画行動計画

520 17 石川県 2057 珠洲市 すず男女共同参画行動プラン（第5次） 令和4年6月 https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/3/1091.html ○ すず男女共同参画行動プラン（第５次）

521 17 石川県 2065 加賀市 第4次加賀市男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.city.kaga.ishikawa.jp/shisei_gikai/danjokyodo_sankaku/danjokyodo_plan/3039.html ○ 第4次加賀市男女共同参画プラン

522 17 石川県 2073 羽咋市 第5次羽咋市男女が共に輝くまちづくりプラン 令和4年3月 https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/shougaigakusyuka/2/2/1771.html ○ 第5次羽咋市男女が共に輝くまちづくりプラン

523 17 石川県 2090 かほく市 第２次かほく市男女共同参画行動計画 平成29年7月 https://www.city.kahoku.lg.jp/001/148/d000924.html ○ 第２次かほく市男女共同参画行動計画

524 17 石川県 2103 白山市 第２次白山市男女共同参画行動計画改定版 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.hakusan.lg.jp/machi/danjyo/1007206/1003408.html ○ 第２次白山市男女共同参画行動計画改定版

525 17 石川県 2111 能美市 第２次能美市男女共同参画プラン 令和2年3月 https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000383/index.html ○ 第２次能美市男女共同参画プラン

526 17 石川県 2120 野々市市 野々市市第３次男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.city.nonoichi.lg.jp/site/genderless/2695.html ○ 野々市市第３次男女共同参画プラン

527 17 石川県 3245 川北町 川北町男女共同参画推進　行動計画 平成23年3月 平成31年4月 ○ 川北町男女共同参画推進　行動計画

528 17 石川県 3614 津幡町 津幡町男女共同参画推進プラン（第２次） 平成25年4月 http://www.town.tsubata.lg.jp/division/soumu/danzyokyoudou.html ○ 津幡町男女共同参画推進プラン（第２次）

529 17 石川県 3657 内灘町 内灘町男女共同参画推進行動計画改定版 平成19年3月 平成30年3月 https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/bunspo/1567.html ○ 内灘町男女共同参画推進行動計画改定版

530 17 石川県 3843 志賀町 第２次志賀町男女共同参画行動計画 平成25年3月 http://www.town.shika.lg.jp/shougaigakushuu/danjo/danjo.html ○ 第２次志賀町男女共同参画行動計画

531 17 石川県 3860 宝達志水町 第４次宝達志水町男女共同参画行動計画 令和3年3月 https://www.hodatsushimizu.jp/soshiki/shogaigakushuka/16/4114.html ○ 第４次宝達志水町男女共同参画行動計画

532 17 石川県 4076 中能登町 第３期中能登町男女共同参画行動計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/soshiki/kikaku/1/4/danjyo/danjyo/6482.html ○ 第３期中能登町男女共同参画行動計画

533 17 石川県 4611 穴水町 第２次穴水町男女共同参画推進計画 令和4年3月 https://www.town.anamizu.lg.jp/kyoiku/danzyokyoudousankakusuishinkeikaku.html ○ 穴水町男女共同参画推進「行動計画」

534 17 石川県 4637 能登町 第3次能登町男女共同参画行動計画 令和3年3月 https://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=16881 ○ 第3次能登町男女共同参画行動計画

535 18 福井県 2010 福井市 福井市第６次男女共同参画基本計画 令和4年3月 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jinken/danjyo/p024362.html ○ 福井市第６次男女共同参画基本計画

536 18 福井県 2028 敦賀市 第４次つるが男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/danjokyodosankaku/danjokyodosanka_plan/danjoplan4.html ○ 第４次つるが男女共同参画プラン

537 18 福井県 2044 小浜市 第３次おばま男女共同参画プラン 平成23年3月 令和3年3月 http://www1.city.obama.fukui.jp/shisei/machizukuri/danjokyodosankaku/4807.html ○ 第３次おばま男女共同参画プラン

538 18 福井県 2052 大野市 第３次大野市男女共同参画プラン 令和3年3月 http://www.city.ono.fukui.jp/shisei/seisaku-keikaku/sonota/danjo-kyodo-sankaku.html ○ 第３次大野市男女共同参画プラン

https://www.city.takaoka.toyama.jp/gender/kurashi/kyodosankaku/shisaku/jokyo.html
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=18129
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/shisei/shinoseisaku/4/2609.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/22/3/4728.html
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https://www.city.tonami.lg.jp/info/46424p/
http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/danjyokyoudousankaku/danjyokyoudousankaku/1536538942171.html
http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=17794
https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=21503
http://www.town.kamiichi.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=2142
http://www.town.tateyama.toyama.jp/choseijoho/seisaku_keikaku/machinoseisaku/4999.html
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/kyoiku_bunka_sports/danjyokyodosankaku/2092.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kyoiku/danjo/danjo.html
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/4/2/1110/19416.html
https://www.city.nanao.lg.jp/soumu/shise/sesaku/kakushukeikaku/danjokyodo.html
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/hatsuratsukyoudou/danjokyoudousankaku/1124.html
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017101600013/
https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/3/1091.html
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/shisei_gikai/danjokyodo_sankaku/danjokyodo_plan/3039.html
https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/shougaigakusyuka/2/2/1771.html
https://www.city.kahoku.lg.jp/001/148/d000924.html
https://www.city.hakusan.lg.jp/machi/danjyo/1007206/1003408.html
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000383/index.html
https://www.city.nonoichi.lg.jp/site/genderless/2695.html
http://www.town.tsubata.lg.jp/division/soumu/danzyokyoudou.html
https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/bunspo/1567.html
http://www.town.shika.lg.jp/shougaigakushuu/danjo/danjo.html
https://www.hodatsushimizu.jp/soshiki/shogaigakushuka/16/4114.html
https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/soshiki/kikaku/1/4/danjyo/danjyo/6482.html
https://www.town.anamizu.lg.jp/kyoiku/danzyokyoudousankakusuishinkeikaku.html
https://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=16881
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539 18 福井県 2061 勝山市 第２次勝山市男女共同参画基本計画 平成25年3月 https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/2/933.html ○ 第２次勝山市男女共同参画基本計画

540 18 福井県 2079 鯖江市 第５次鯖江市男女共同参画プラン 令和2年3月 https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/shiminkyodo/danjokyodosankaku/danjyoplan2020.html ○ 第５次鯖江市男女共同参画プラン

541 18 福井県 2087 あわら市 第２次あわら男女共同参画プラン 平成27年4月 https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life1101/p000276.html ○ 第２次あわら男女共同参画プラン

542 18 福井県 2095 越前市 第２次越前市男女共同参画プラン 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/130030/dainiziplan.html ○ 第２次越前市男女共同参画プラン

543 18 福井県 2109 坂井市 第２次坂井市男女共同参画推進計画 令和3年3月 http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/machi-zukuri/shisei/keikaku/kakushu/life-partner.html ○ 坂井市男女共同参画推進計画(改定)

544 18 福井県 3229 永平寺町 第三次えいへいじ男女共同参画計画 平成24年3月 令和4年3月 http://www.town.eiheiji.lg.jp/300/312/p000730.html ○ 第三次えいへいじ男女共同参画計画

545 18 福井県 4047 南越前町 第２次南越前町男女共同参画計画（推進プラン） 平成29年10月 令和4年4月 http://www.town.minamiechizen.lg.jp/kurasi/101/132/p002614.html ○ 第２次南越前町男女共同参画計画（推進プラン）

546 18 福井県 4233 越前町 第２次えちぜん男女共同参画プラン 平成28年4月 令和3年4月 https://www.town.echizen.fukui.jp/kurashi/09/04/p001894.html ○ 第２次えちぜん男女共同参画プラン

547 18 福井県 4420 美浜町 第３次美浜町男女共同参画推進計画 平成30年3月 https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/5/8.html ○ 第３次美浜町男女共同参画推進計画

548 18 福井県 4837 おおい町 第３次おおい町男女共同参画プラン 平成19年3月 平成30年3月 https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1207/92/p18207.html ○ 第３次おおい町男女共同参画プラン

549 18 福井県 5019 若狭町 第２次若狭町男女共同参画プラン 平成25年3月 平成30年3月 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/material/files/group/4/4_60341348.pdf ○ 第２次若狭町男女共同参画プラン

550 19 山梨県 2015 甲府市 甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画 平成29年3月 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/danjo/20170403.html ○ 第３次こうふ男女共同参画プラン

551 19 山梨県 2023 富士吉田市 第２次ふじよしだ男女共同参画プラン 平成26年3月 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=6479 ○ 第２次ふじよしだ男女共同参画プラン

552 19 山梨県 2040 都留市 第３期都留市男女共同参画推進計画 平成28年3月 令和4年3月 https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/shiminkatsudo/4/7/8652.html ○ 第３期都留市男女共同参画推進計画

553 19 山梨県 2058 山梨市 第４次山梨市男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/ ○ 第4次山梨市男女共同参画基本計画

554 19 山梨県 2074 韮崎市 第2次韮崎市男女共同参画推進計画「男（ひと）、と女（ひと）、ともに煌く夢プラン」 平成25年3月 ○ 第2次韮崎市男女共同参画推進計画「男（ひと）、と女（ひと）、ともに煌く夢プラン」

555 19 山梨県 2082 南アルプス市 第２次南アルプスハーモニープラン 平成27年3月 令和2年3月 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1611.html ○ 第２次南アルプスハーモニープラン

556 19 山梨県 2091 北杜市 第２次北杜市男女共同参画推進プラン「ほくとほほえみ夢プラン」 平成28年3月 http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/kyoudou.html ○ 第２次北杜市男女共同参画推進プラン「ほくとほほえみ夢プラン」

557 19 山梨県 2104 甲斐市 第４次甲斐ヒューマンプラン 令和3年3月 https://www.city.kai.yamanashi.jp/soshikinogoannai/shiminkatsudoshienka/shiminkatsudoshiengakari/9294.html ○ 第４次甲斐ヒューマンプラン

558 19 山梨県 2112 笛吹市 第４次笛吹市男女共同参画プラン「輝け男女　笛吹プラン」 令和3年3月 https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shiminkatsudo/shisejoho/shisaku/gyosekekaku/kagayakedanjo.html ○ 第４次笛吹市男女共同参画プラン「輝け男女　笛吹プラン」

559 19 山梨県 2120 上野原市 第2次上野原スマイルプラン 平成27年4月 http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/danjo-kyodo.html ○ 第2次上野原スマイルプラン

560 19 山梨県 2139 甲州市 第３次甲州市男女共同参画推進計画 令和4年3月 https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2021011900453/file_contents/3keikaku.pdf ○ 第３次甲州市男女共同参画推進計画

561 19 山梨県 2147 中央市 第2次　～男と女、ともに歩もう～　拓け中央輝きプラン 平成29年3月 http://www.city.chuo.yamanashi.jp/machi/keikaku/keikaku/kurashi/3031.html ○ 第2次　～男と女、ともに歩もう～　拓け中央輝きプラン

562 19 山梨県 3461 市川三郷町 第４次市川三郷町男女共同参画プラン～輝く笑顔いちかわみさと～ 令和4年3月 http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/40administration/12kikaku/2012-0406-0926-2.html ○ 第４次市川三郷町男女共同参画プラン～輝く笑顔いちかわみさと～

563 19 山梨県 3640 早川町 はやかわ男女いきいきプラン 平成31年3月 ○ はやかわ男女いきいきプラン

564 19 山梨県 3658 身延町 第2次みのぶヒューマンプラン 平成31年3月 https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/kakushu/20161130_humanplan.html ○ 第2次みのぶヒューマンプラン

565 19 山梨県 3666 南部町 南部町第3次ヒューマンプラン 平成30年10月 http://www.town.nanbu.yamanashi.jp/kakuka/soumu/files/plan3.pdf ○ 南部町第3次ヒューマンプラン

566 19 山梨県 3682 富士川町 第二次富士川町男女共同参画基本計画 平成28年3月 令和3年3月 http://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/chosei/info/danjyokyoudou_plun.html ○ 第二次富士川町男女共同参画基本計画

567 19 山梨県 3844 昭和町 第２次昭和町男女共同参画基本計画「共に生き活き輝け昭和」 平成25年4月1日 http://www.town.showa.yamanashi.jp/soshiki/4/1423.html ○ 第２次昭和町男女共同参画基本計画「共に生き活き輝け昭和」

568 19 山梨県 4239 西桂町 西桂町第２次男女共同参画計画　輝け西桂あなたとわたしの支え合い 平成25年3月31日 ○ 西桂町第２次男女共同参画計画　輝け西桂あなたとわたしの支え合い

569 19 山梨県 4247 忍野村 第３次忍野村ハーモニープラン 平成28年3月 http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2013021800038/ ○ 第３次忍野ハーモニープラン

570 19 山梨県 4301 富士河口湖町 第２次ふじサンサンプラン 平成28年3月 https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=3644&ka_id=25 ○ 第２次ふじサンサンプラン

571 20 長野県 2011 長野市 第五次長野市男女共同参画基本計画 令和4年4月 https://www.city.nagano.nagano.jp/site/sougoukeikaku/715688.html ○ 第五次長野市男女共同参画基本計画

572 20 長野県 2037 上田市 第4次上田市男女共同参画計画　うえだカラフルプラン 平成19年9月28日 令和4年3月 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/jinkendanjo/2449.html ○ 第4次上田市男女共同参画計画　うえだカラフルプラン

573 20 長野県 2045 岡谷市 男女共同参画おかやプランⅥ 令和2年3月 https://www.city.okaya.lg.jp/soshikikarasagasu/tiikisousei/danzyo_tabunka/720/695/1/616/13224.html ○ 男女共同参画おかやプランⅥ

574 20 長野県 2053 飯田市 第６次飯田市男女共同参画計画 平成30年4月 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/9/006.html ○ 第６次男女共同参画計画
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575 20 長野県 2061 諏訪市 男女いきいき諏訪プランⅥ 平成30年3月 http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=1388 ○ 男女いきいき諏訪プランⅥ

576 20 長野県 2070 須坂市 第五次須坂市男女共同参画計画 平成30年3月 https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/000/files/danjokyodosankakukeikaku_5th.pdf ○ 第五次須坂市男女共同参画計画

577 20 長野県 2088 小諸市 男女共同参画こもろプラン７ 令和3年3月 https://www.city.komoro.lg.jp/official/kurashi_tetsuzuki/shiminkyodo/jinkenseisaku_danjyokyodosankaku_tabunkakyosei/4422,html ○ 男女共同参画こもろプラン７

578 20 長野県 2096 伊那市 第4次伊那市男女共同参画計画 令和4年3月 https://www.inacity.jp/shisei/kakushuplanshiryo/jinken_kyodosankaku/dai4jidannjokyou. ○ 第4次伊那市男女共同参画計画

579 20 長野県 2100 駒ヶ根市 第４次駒ヶ根市男女共同参画計画　あなたと私のいきいきプランパート５ 平成8年 平成29年3月 http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=12357&i=17069 ○ 第４茅駒ヶ根市男女共同参画計画　あなたと私のいきいきプランパート５

580 20 長野県 2118 中野市 第４次中野市男女共同参画計画 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017041100017/ ○ 第４次中野市男女共同参画計画

581 20 長野県 2126 大町市 大町市男女共同参画計画 平成14年 平成30年3月 http://www.city.omachi.nagano.jp/00038000/00038100/00038150/00038154.html ○ 大町市第３次男女共同参画計画

582 20 長野県 2134 飯山市 第４次飯山市男女共同参画計画　いいやま男女共同参画プラン２１ 平成17年3月 令和2年3月 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/jinkenseisaku/kyoudousankaku/danjyo4-kan.pdf ○ 第４次飯山市男女共同参画計画　いいやま男女共同参画プラン２１

583 20 長野県 2142 茅野市 第３次茅野市男女共同参画計画　はつらつプラン21 平成26年9月 平成30年3月 https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/857.html ○ 第3次茅野市男女共同参画計画　はつらつプラン21

584 20 長野県 2151 塩尻市 第四次塩尻市男女共同参画基本計画 平成13年4月 平成28年4月1日 http://www.city.shiojiri.lg.jp/shosiki/35/3862.html ○ 第四次塩尻市男女共同参画基本計画

585 20 長野県 2177 佐久市 第四次佐久市男女共同参画プラン 平成19年3月 令和4年4月 https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jinken_danjokyodo/danjokyodosankaku/dannzyo ○ 第四次佐久市男女共同参画プラン

586 20 長野県 2185 千曲市 第４次千曲市男女共同参画計画 令和元年7月 令和3年3月 http://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/jinken_danjokyodosankaku/jinken_danjokyodosankaku/danjyo/1409.html ○ 第４次千曲市男女共同参画計画

587 20 長野県 2193 東御市 第2次東御市男女共同参画推進基本計画 平成24年4月 令和4年3月 https://www.city.tomi.nagano.jp/category/kyoudou/158764.html ○ 第2次東御市男女共同参画推進基本計画

588 20 長野県 2207 安曇野市 第３次安曇野市男女共同参画計画 平成30年4月 https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/5/43283.html ○ 第３次安曇野市男女共同参画計画

589 20 長野県 3092 佐久穂町 第２次佐久穂町男女共同参画計画 平成27年3月 令和3年5月 https://www.town.sakuho.nagano.jp/kakuka/juuminzeimu/2015-0416-1008-37.html ○ 第２次佐久穂町男女共同参画計画

590 20 長野県 3211 軽井沢町 第３次軽井沢町男女共同参画基本計画　きらめきプラン３ 平成16年 平成31年3月 https://www.town.karuizawa.lg.jp ○ 第３次軽井沢町男女共同参画基本計画　きらめきプラン３

591 20 長野県 3246 立科町 立科町男女共同参画長期プランⅢ 平成27年4月 令和2年3月 〇 立科町男女共同参画長期プラン

592 20 長野県 3491 青木村 第4次青木村男女共同参画計画 平成15年3月 令和2年3月 http://www.vill.aoki.nagano.jp 〇 第4次青木村男女共同参画計画

593 20 長野県 3505 長和町 第2次長和町男女共同参画計画 平成19年4月 令和4年5月 http://town.nagawa.nagano.jp/docs/2022053100054/file_contents/dai2.pdf ○ 第2次長和町男女共同参画計画

594 20 長野県 3611 下諏訪町
いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつくる活力ある未来Ⅵ～　第６次下諏訪町男
女共同参画計画

令和3年4月 http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1001000000643/simple/_.pdf ○
いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつくる活力ある未来Ⅵ～　第６次下諏訪町男
女共同参画計画

595 20 長野県 3629 富士見町 富士見町男女共同参画計画すずらんⅤパートナーシップふじみ 平成19年 平成30年3月 ○ 富士見町男女共同参画すずらんⅤパートナーシップふじみ

596 20 長野県 3836 箕輪町 第２次箕輪町男女共同参画計画 平成30年３月 https://www.town.minowa.lg.jp/soumu/soumu_danjo07.html ○ 第２次箕輪町男女共同参画計画

597 20 長野県 3840 飯島町 飯島町男女共同参画プラン　心をつなぐまちづくり５ 平成16年1月 平成31年3月 http://www.town.iijima.lg.jp/iijimamachinojoho/gyoseijoho/kobetsukeikaku/289.html ○ 飯島町男女共同参画プラン　心をつなぐまちづくり５

598 20 長野県 3866 中川村 中川村男女共同参画計画　ともに歩む21　パート４ 平成30年4月 http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10354&i=12592 ○ 中川村男女共同参画計画

599 20 長野県 3882 宮田村 第３次　宮田村男女共同参画計画　人が輝くゆう・あいプラン 平成22年3月 令和3年4月 https://www.vill.miyada.nagano.jp/government/pages/root/archive/plan/kodomo/12418 〇 第３次　宮田村男女共同参画計画　人が輝くゆう・あいプラン

600 20 長野県 4021 松川町 第5次松川町男女共同参画推進プラン 平成18年11月 令和2年2月 https://www.town.matsukawa.lg.jp/material/files/group/3/danjyokyoudousannkakuplan.pdf ○ 第5次松川町男女共同参画推進プラン

601 20 長野県 4030 高森町 高森町男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/4/2_1/10/6009.html 〇 高森町男女共同参画計画

602 20 長野県 4072 阿智村 阿智村男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.vill.achi.lg.jp/site/gender-equality/genderequality-plan.html ○ 阿智村男女共同参画基本計画

603 20 長野県 4099 平谷村 平谷村男女共同参画推進計画 平成26年4月 ○ 平谷村男女共同参画推進計画

604 20 長野県 4153 喬木村 第４次喬木村男女共同参画計画 平成30年3月 http://www.vill.takagi.nagano.jp/docs/2018042000030/ ○ 第４次喬木村男女共同参画計画

605 20 長野県 4170 大鹿村 大鹿村男女共同参画プラン 平成27年4月 ○ 大鹿村男女共同参画プラン

606 20 長野県 4234 南木曽町 南木曽町男女共同参画計画（第３次） 平成15年9月 平成28年8月 http://www.town.nagiso.nagano.jp/senryakushitsu/3rd_danjokeikaku.html ○ 南木曽町男女共同参画計画（第３次）

607 20 長野県 4323 木曽町 きそまち男女共同参画第三次基本計画 平成22年4月 令和2年3月 https://www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100163/101251/ ○ きそまち男女共同参画第三次基本計画

608 20 長野県 4463 麻績村 麻績村男女共同参画計画 平成29年3月 〇 麻績村男女共同参画計画

609 20 長野県 4480 生坂村 第２次生坂村男女共同参画計画 平成27年3月 令和2年4月

610 20 長野県 4501 山形村 第4次山形村男女共同参画計画 平成16年1月 平成31年4月 https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/2136.html ○ 第４次山形村男女共同参画計画

http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=1388
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/000/files/danjokyodosankakukeikaku_5th.pdf
https://www.city.komoro.lg.jp/official/kurashi_tetsuzuki/shiminkyodo/jinkenseisaku_danjyokyodosankaku_tabunkakyosei/4422,html
https://www.inacity.jp/shisei/kakushuplanshiryo/jinken_kyodosankaku/dai4jidannjokyou.html
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=12357&i=17069
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017041100017/
http://www.city.omachi.nagano.jp/00038000/00038100/00038150/00038154.html
https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/jinkenseisaku/kyoudousankaku/danjyo4-kan.pdf
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/857.html
http://www.city.shiojiri.lg.jp/shosiki/35/3862.html
https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/jinken_danjokyodo/danjokyodosankaku/dannzyopurann.html
http://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/jinken_danjokyodosankaku/jinken_danjokyodosankaku/danjyo/1409.html
https://www.city.tomi.nagano.jp/category/kyoudou/158764.html
https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/5/43283.html
https://www.town.sakuho.nagano.jp/kakuka/juuminzeimu/2015-0416-1008-37.html
https://www.town.karuizawa.lg.jp/
http://www.vill.aoki.nagano.jp/
http://town.nagawa.nagano.jp/docs/2022053100054/file_contents/dai2.pdf
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1001000000643/simple/_.pdf
https://www.town.minowa.lg.jp/soumu/soumu_danjo07.html
http://www.town.iijima.lg.jp/iijimamachinojoho/gyoseijoho/kobetsukeikaku/289.html
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10354&i=12592
https://www.vill.miyada.nagano.jp/government/pages/root/archive/plan/kodomo/12418
https://www.town.matsukawa.lg.jp/material/files/group/3/danjyokyoudousannkakuplan.pdf
https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/4/2_1/10/6009.html
https://www.vill.achi.lg.jp/site/gender-equality/genderequality-plan.html
http://www.vill.takagi.nagano.jp/docs/2018042000030/
http://www.town.nagiso.nagano.jp/senryakushitsu/3rd_danjokeikaku.html
https://www.town-kiso.com/chousei/shisaku/100163/101251/
https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/2136.html
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611 20 長野県 4510 朝日村 第３次朝日村男女共同参画計画 平成17年6月 令和3年3月 https://www.vill.asahi.angano.jp/official/soshikikarasagasu/somuka/somutanto/danjyokyoudou/danjokyodo/2956.html 〇 第３次朝日村男女共同参画計画

612 20 長野県 4528 筑北村 筑北村男女共同参画計画 令和3年4月 〇 筑北村男女共同参画計画

613 20 長野県 4820 松川村 第4次松川村男女共同参画社会推進計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/life/uploads/d0bd7713f3197a29e6efa98431545ebd3f7512e5.pdf ○ 松川村男女共同参画社会推進計画

614 20 長野県 4850 白馬村 白馬村第三次男女共同参画社会づくり計画 平成30年4月 https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/gyoseijoho/gyosei_sogokeikaku/hakubamuradanjokyodosankakushakaizukurikeikaku/2659.html ○ 白馬村第三次男女共同参画社会づくり計画

615 20 長野県 5214 坂城町 坂城町男女共同参画計画 平成13年4月 令和3年3月 https://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1001000000315/index.html ○ 坂城町男女共同参画計画

616 20 長野県 5419 小布施町 小布施町男女共同参画基本計画 平成16年 令和3年4月 https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/36554.html ○ 第四次小布施町男女共同参画基本計画

617 20 長野県 5613 山ノ内町 第５次やまのうち男女共同参画プラン21 令和3年3月 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/somu/danjokyodo.html ○ 第５次やまのうち男女共同参画プラン21

618 20 長野県 5621 木島平村 木島平村人権擁護に関する総合計画 平成12年9月 平成19年4月 http://www.kijimadaira.jp/docs/2013021900370/files/2506sougoukai.pdf ○ 木島平村人権擁護に関する総合計画

619 20 長野県 5834 信濃町 第２次信濃町男女共同参画社会推進計画 平成19年3月 平成29年6月 ○ 第２次信濃町男女共同参画社会推進計画

620 20 長野県 5885 小川村 小川村男女共同参画推進基本計画 平成26年4月 ○ 小川村男女共同参画推進基本計画

621 20 長野県 5907 飯綱町 飯綱町男女共同参画計画 平成23年4月 令和3年3月 http://www.town.iizuna.nagano.jp/ｆｓ/4/7/1/0/9 ○ 飯綱町男女共同参画計画

622 21 岐阜県 2016 岐阜市 第３次岐阜市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成21年12月28日 平成31年3月 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/410/keikakusho.pdf

623 21 岐阜県 2024 大垣市 大垣市ＤＶ対策基本計画 平成25年3月21日 平成30年3月 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000040705.html ○ 大垣市第四次男女共同参画プラン

624 21 岐阜県 2032 高山市
高山市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本
的な計画

平成22年3月31日 令和2年3月 https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1004958/1005618/1005783.html ○ 第５次高山市男女共同参画基本計画

625 21 岐阜県 2041 多治見市 多治見市DV対策基本計画 平成30年3月 https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/jinken/danjo/index.html ○ 第３次たじみ男女共同参画プラン

626 21 岐阜県 2059 関市 関市DV対策基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.seki.lg.jp/0000013666.html ○ 第３次せき男女共同参画まちづくりプラン

627 21 岐阜県 2067 中津川市 なかつがわ男女共同参画プラン(第４次） 平成28年3月

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/shisei/policy/gender/3307.html

○ 第4次なかつがわ男女共同参画プラン

628 21 岐阜県 2075 美濃市 第３次男女共同参画いきいきプラン美濃 平成30年3月 〇 第３次男女共同参画いきいきプラン美濃

629 21 岐阜県 2083 瑞浪市 第２次みずなみ男女共同参画プラン（後期） 平成31年3月
https://www.city.mizunami.lg.jp/shisei/keikaku/1004624/1003679/1003852.html

〇 第２次みずなみ男女共同参画プラン（後期）

630 21 岐阜県 2091 羽島市 羽島市ＤＶ防止対策基本計画 平成27年3月 令和2年3月 https://www.city.hashima.lg.jp/0000007537.html ○ 羽島市男女共同参画プラン

631 21 岐阜県 2105 恵那市 恵那市男女共同参画プラン（第２次） 平成28年4月 令和2年3月 https://www.city.ena.lg.jp/shiseijoho/keikaku_shisaku_machizukuri/keikaku_shisaku/2/3493.html ○ 恵那市男女共同参画プラン（第２次）

632 21 岐阜県 2113 美濃加茂市 第3次みのかも男女共同参画基本計画 令和2年3月 http://www.city.minokamo.gifu.jp/temp2/hp/100/20200402131128/danjo.pdf ○ 第3次みのかも男女共同参画基本計画

633 21 岐阜県 2121 土岐市 土岐市DV防止基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.toki.lg.jp/docs/hpg000004431.html ○ 第2次土岐市男女共同参画プラン

634 21 岐阜県 2122 海津市 第４次海津市男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000001310.html ○ 第４次海津市男女共同参画プラン

635 21 岐阜県 2127 飛騨市 飛騨市ＤＶ対策基本計画 平成28年1月 令和3年3月 https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/8/846.html ○ 第3次飛騨市男女共同参画基本計画

636 21 岐阜県 2130 各務原市 第４次かかみがはら男女共同参画プラン 平成27年3月 令和2年3月 https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/1008207/1008277/1008280.html ○ 第４次かかみがはら男女共同参画プラン

637 21 岐阜県 2148 可児市 可児市男女共同参画プラン2023 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.kani.lg.jp/3297.htm ○ 可児市男女共同参画プラン2023

638 21 岐阜県 2156 山県市 第4次山県市男女共同参画プラン 令和4年2月 https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/kikaku/1777.html ○ 第４次山県市男女共同参画プラン

639 21 岐阜県 2164 瑞穂市 瑞穂市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.mizuho.lg.jp/1767.htm ○ 瑞穂市第2次男女共同参画基本計画

640 21 岐阜県 2181 本巣市 本巣市DV基本計画 平成29年3月 https://www.city.motosu.lg.jp/0000000157.html ○ 第3次本巣市男女共同参画プラン

641 21 岐阜県 2199 郡上市 第３次郡上市男女共同参画プラン 平成27年3月 令和2年3月 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/8318.html ○ 第３次郡上市男女共同参画プラン

642 21 岐阜県 2202 下呂市 下呂市家庭等における暴力防止及び被害者保護に関する基本計画（第3次） 令和2年4月 https://www.city.gero.lg.jp ○ 下呂市男女共同参画プラン（第4次）

643 21 岐阜県 3021 岐南町 第３次岐南町男女共同参画プラン 平成22年3月 令和2年3月 https://www.town.ginan.lg.jp/2561.htm ○ 第３次岐南町男女共同参画プラン

644 21 岐阜県 3039 笠松町 第３次笠松町男女共同参画プラン 平成31年3月 https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2013012200311/ 〇 第３次笠松町男女共同参画プラン

645 21 岐阜県 3411 養老町 養老町ＤＶ防止基本計画 令和4年3月 https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2022051200015/ ○ 養老町第三次男女共同参画プラン

646 21 岐阜県 3616 垂井町 垂井町第２次男女共同参画プラン 平成25年3月31日 http://www.town.tarui.lg.jp/bunya/sisaku/kikaku/ ○ 垂井町第２次男女共同参画プラン

https://www.vill.asahi.angano.jp/official/soshikikarasagasu/somuka/somutanto/danjyokyoudou/danjokyodo/2956.html
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/life/uploads/d0bd7713f3197a29e6efa98431545ebd3f7512e5.pdf
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/gyoseijoho/gyosei_sogokeikaku/hakubamuradanjokyodosankakushakaizukurikeikaku/2659.html
https://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1001000000315/index.html
https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/36554.html
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/somu/danjokyodo.html
http://www.kijimadaira.jp/docs/2013021900370/files/2506sougoukai.pdf
http://www.town.iizuna.nagano.jp/%EF%BD%86%EF%BD%93/4/7/1/0/9
https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/410/keikakusho.pdf
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000040705.html
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1004958/1005618/1005783.html
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/jinken/danjo/index.html
https://www.city.seki.lg.jp/0000013666.html
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/shisei/policy/gender/3307.html
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/shisei/policy/gender/3307.html
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/shisei/policy/gender/3307.html
https://www.city.mizunami.lg.jp/shisei/keikaku/1004624/1003679/1003852.html
https://www.city.mizunami.lg.jp/shisei/keikaku/1004624/1003679/1003852.html
https://www.city.hashima.lg.jp/0000007537.html
https://www.city.ena.lg.jp/shiseijoho/keikaku_shisaku_machizukuri/keikaku_shisaku/2/3493.html
http://www.city.minokamo.gifu.jp/temp2/hp/100/20200402131128/danjo.pdf
https://www.city.toki.lg.jp/docs/hpg000004431.html
https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000001310.html
https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/8/846.html
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/1008207/1008277/1008280.html
https://www.city.kani.lg.jp/3297.htm
https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/kikaku/1777.html
https://www.city.mizuho.lg.jp/1767.htm
https://www.city.motosu.lg.jp/0000000157.html
https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/8318.html
https://www.city.gero.lg.jp/
https://www.town.ginan.lg.jp/2561.htm
https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2013012200311/
https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2022051200015/
http://www.town.tarui.lg.jp/bunya/sisaku/kikaku/


19 / 37 ページ

通番 県コード 都道府県名 市区町村コード 市町村名 基本計画計画名称 策定日 改定日（最新） WEBサイト 　 他法令等に基づく計画との関連の有無（計画名）

647 21 岐阜県 3624 関ケ原町 関ケ原町男女共同参画プラン（第３次） 平成25年3月31日 平成30年3月 http://www.town.sekigahara.gifu.jp/2567.htm ○ 関ケ原町男女共同参画プラン（第３次）

648 21 岐阜県 3811 神戸町 第２期神戸町男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.town.godo.gifu.jp/politics/pdf/08_plan_danjosankaku.pdf ○ 神戸町男女共同参画プラン

649 21 岐阜県 3829 輪之内町 第4次輪之内町男女共同参画プラン 平成29年3月31日 令和4年4月 https://town.wanouchi.gifu.jp/wp-content/uploads/ef86cf87c0aafaf16867e62929b4f097 ○ 第4次輪之内町男女共同参画プラン

659 21 岐阜県 3837 安八町 第２次安八町男女共同参画プラン 平成30年4月 https://www.town.anpachi.lg.jp/0000001264.html ○ 第２次安八町男女共同参画プラン

650 21 岐阜県 4019 揖斐川町 揖斐川町第２次男女共同参画プラン 平成26年3月 平成31年3月 https://www.town.ibigawa.lg.jp/0000008401.html ○ 揖斐川町第２次男女共同参画プラン

651 21 岐阜県 4035 大野町 第２次男女共同参画プランおおの 平成25年3月 https://www.town-ono.jp/0000000297.html ○ 第２次男女共同参画プランおおの

652 21 岐阜県 4043 池田町 池田町男女共同参画プラン 平成13年8月 平成26年3月 https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000001499.html ○ 池田町男女共同参画プラン

653 21 岐阜県 4213 北方町 北方町配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成31年3月 http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/living/DV_prevention_basic_plan.html

654 21 岐阜県 5015 坂祝町 坂祝町男女共同参画基本計画（後期） 平成29年12月 https://www.town.sakahogi.gifu.jp/administration/administration10_03.html 〇 坂祝町男女共同参画基本計画

655 21 岐阜県 5023 富加町 富加町男女共同参画計画 平成26年3月 令和2年3月 https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/156.html 〇 富加町男女共同参画計画

656 21 岐阜県 5038 川辺町 川辺町男女共同参画基本計画 平成27年3月 https://www.kawabe-gifu.jp/wp-content/uploads/2013/03/%E5%B7%9D%E8%BE%BA%E7%94%BA%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%BB-H27.3.11.pdf ○ 川辺町男女共同参画基本計画

657 21 岐阜県 5040 七宗町 七宗町男女共同参画基本計画 平成26年3月 http://www.hichiso.jp/wp-content/uploads/public/%E4%B8%83%E5%AE%97%E7%94%BA%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf ○ 七宗町男女共同参画基本計画

658 21 岐阜県 5058 八百津町 第２次八百津町男女共同参画基本計画 令和2年3月 https://www.town.yaotsu.lg.jp/1149.htm ○ 第２次八百津町男女共同参画基本計画

660 21 岐阜県 5066 白川町 白川町男女共同参画計画 平成26年3月 令和4年4月 https://www.town.shirakawa.lg.jp ○ 白川町男女共同参画計画

661 21 岐阜県 5074 東白川村 東白川村男女共同参画基本計画 令和2年3月 https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/sonsei/keikaku/danjokyodosankaku/ ○ 東白川村男女共同参画基本計画

662 21 岐阜県 5210 御嵩町 御嵩町第４次男女共同参画プラン 平成27年3月 令和2年3月 https://www.town.mitake.lg.jp/portal/life-process/gender-equality/post0020320/ ○ 御嵩町第４次男女共同参画プラン

663 22 静岡県 1007 静岡市
静岡市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（静岡市DV防
止基本計画）

平成26年3月 https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002227.html ○ 第３次静岡市男女共同参画行動計画

664 22 静岡県 1309 浜松市 第3次浜松市男女共同参画基本計画 平成30年3月 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jose/3keikaku/index.html ○ 第3次浜松市男女共同参画基本計画

665 22 静岡県 2038 沼津市 第５次沼津市男女共同参画基本計画 令和3年3月 https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/commit/danjyo/harmonyplan/keikaku5.htm ○ 第５次沼津市男女共同参画基本計画

666 22 静岡県 2054 熱海市 熱海市男女共同参画推進計画 平成26年3月 https://www.city.atami.lg.jp/shisei/keikaku/1001348/1001350.html 〇 熱海市男女共同参画推進計画

667 22 静岡県 2062 三島市
三島市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援に関する基本計画（第3次
三島市ＤＶ防止基本計画）

平成24年2月21日 令和4年3月 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn050839.html ○ 三島市男女共同参画プラン（みしまアクションプラン・パート4）

668 22 静岡県 2089 伊東市 第３次伊東市男女共同参画あすを奏でるハーモニープラン 令和3年3月 https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shiseijoho/itoshinotorikumi/danjokyodosankaku/index.html ○ 第３次伊東市男女共同参画あすを奏でるハーモニープラン

669 22 静岡県 2097 島田市 第3次島田市男女共同参画行動計画 平成31年3月 http://www.city.shimada.shizuoka.jp/jyoseik/danzyokyoudousannkakupurann.html ○ 第３次島田市男女共同参画行動計画

670 22 静岡県 2101 富士市
富士市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画（第三次富士市DV
対策基本計画）

平成24年3月 令和4年3月 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0306/rn2ola0000005gt3.html ○ 第4次富士市男女共同参画プラン

671 22 静岡県 2119 磐田市 磐田市男女共同参画プラン 平成19年3月 令和4年3月 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/keikaku/kurashi_tetsuzuki/1002682.html ○ 第３次磐田市男女共同参画プラン

672 22 静岡県 2127 焼津市 第3次焼津市男女共同参画プラン 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-001/danjo-plan3.html ○ 第３次焼津市男女共同参画プラン

673 22 静岡県 2135 掛川市 第４次掛川市男女共同参画行動計画 令和4年3月 https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/9473.html ○ 第４次掛川市男女共同参画行動計画

674 22 静岡県 2143 藤枝市
藤枝市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画（藤枝市ＤＶ防止基
本計画）

平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kodomomirai/kodomo/keikaku_torikumi/1445920535296.html ○ 藤枝市男女共同参画第4次行動計画

675 22 静岡県 2151 御殿場市 第5次レインボープラン御殿場 平成20年12月1日 令和4年3月 http://www.city.gotemba.shizuoka.jp ○ 男女共同参画基本法に基づく基本計画

676 22 静岡県 2160 袋井市 第4次袋井市男女共同参画推進プラン 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/shiseijoho/keikaku_hokoku/1617103864580.html ○ 第4次袋井市男女共同参画推進プラン

677 22 静岡県 2207 富士宮市 富士宮市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画 平成26年3月31日 http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp/citizen/llti2b00000011td-att/llti2b000000avxd.pdf ○ 第３次富士宮市男女共同参画プラン

678 22 静岡県 2216 湖西市 第4次湖西市男女共同参画基本計画 令和3年4月 https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/shiminka/kyodo/2_1/keikaku/danjyo_keikaku4/9954.html ○ 第4次湖西市男女共同参画基本計画

679 22 静岡県 2232 御前崎市 第3次御前崎市男女共同参画行動計画 平成30年3月 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/jinken/shiawaseplam.html 〇 第3次御前崎市男女共同参画行動計画

680 22 静岡県 2241 菊川市 第3次菊川市男女共同参画プラン 平成29年3月 https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/chiikishien/kikugawasinotorikumi.html ○ 第3次菊川市男女共同参画プラン

681 22 静岡県 2259 伊豆の国市 第3次伊豆の国市男女共同参画基本プラン 平成30年3月 https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/tiiki/shiminkyoudou/danjyo/daisanjikihonpuran.html ○ 第3次伊豆の国市男女共同参画基本プラン

682 22 静岡県 3255 函南町
函南町配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(函南町DV防
止基本計画）

令和2年4月 http://www.town.kannami.shizuoka.jp/kosodate/soudan/Dvboushi.files/Dvboushi,pdf 〇 第2次函南町男女共同参画計画
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https://www.town.godo.gifu.jp/politics/pdf/08_plan_danjosankaku.pdf
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https://www.town.anpachi.lg.jp/0000001264.html
https://www.town.ibigawa.lg.jp/0000008401.html
https://www.town-ono.jp/0000000297.html
https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000001499.html
http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/living/DV_prevention_basic_plan.html
https://www.town.sakahogi.gifu.jp/administration/administration10_03.html
https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/156.html
https://www.kawabe-gifu.jp/wp-content/uploads/2013/03/%E5%B7%9D%E8%BE%BA%E7%94%BA%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%BB-H27.3.11.pdf
http://www.hichiso.jp/wp-content/uploads/public/%E4%B8%83%E5%AE%97%E7%94%BA%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf
https://www.town.yaotsu.lg.jp/1149.htm
https://www.town.shirakawa.lg.jp/
https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/sonsei/keikaku/danjokyodosankaku/
https://www.town.mitake.lg.jp/portal/life-process/gender-equality/post0020320/
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002227.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jose/3keikaku/index.html
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/commit/danjyo/harmonyplan/keikaku5.htm
https://www.city.atami.lg.jp/shisei/keikaku/1001348/1001350.html
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn050839.html
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shiseijoho/itoshinotorikumi/danjokyodosankaku/index.html
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/jyoseik/danzyokyoudousannkakupurann.html
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0306/rn2ola0000005gt3.html
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/keikaku/kurashi_tetsuzuki/1002682.html
https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-001/danjo-plan3.html
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/9473.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kodomomirai/kodomo/keikaku_torikumi/1445920535296.html
http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/shiseijoho/keikaku_hokoku/1617103864580.html
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp/citizen/llti2b00000011td-att/llti2b000000avxd.pdf
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/shiminka/kyodo/2_1/keikaku/danjyo_keikaku4/9954.html
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/jinken/shiawaseplam.html
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/chiikishien/kikugawasinotorikumi.html
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683 22 静岡県 3417 清水町 第２次清水町男女共同参画計画 平成27年３月 https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/koryu/syakai00109.hmtl 〇 第２次清水町男女共同参画計画

684 22 静岡県 3425 長泉町 第2次長泉町男女共同参画プラン 平成28年3月 https://www.town.nagaizumi.lg.jp/material/files/group/18/h28_32_danjosankaku_honpen.pdf 〇 第2次長泉町男女共同参画プラン

685 22 静岡県 3441 小山町 第5次小山町男女共同参画社会づくり行動計画 令和4年3月 https://www.fuji-oyama.jp/sangyou_04_danjokyoudousankaku.html 〇 第4次小山町男女共同参画社会づくり行動計画

686 22 静岡県 4243 吉田町 第４次吉田町男女共同参画プラン 令和3年3月 http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/secure/4556/%E7%AC%AC4%E6%AC%A1%E5%90%89%E7%94%B0%E7%94%BA%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3_%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8.pdf 〇 第４次吉田町男女共同参画プラン

687 22 静岡県 4295 川根本町 第2次川根本町男女共同参画プラン 平成31年3月 ｈｔｔｐｓ://www.town.kawanehon.shizuoka.jp 〇 第2次川根本町男女共同参画プラン

688 23 愛知県 1002 名古屋市 名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第4次） 平成21年3月 令和3年3月 http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000139488.html ○ 名古屋市男女平等参画基本計画

689 23 愛知県 2017 豊橋市 豊橋市DV対策基本計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.toyohashi.lg.jp/34201.htm ○ 豊橋市男女共同参画行動計画　とよはしハーモニープラン　2018－2022

690 23 愛知県 2025 岡崎市 岡崎市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第3次） 平成24年3月 令和3年3月 https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1563/1619/p028841.html ○ ウィズプランおかざき2020（第5次岡崎市男女共同参画基本計画）

691 23 愛知県 2033 一宮市 一宮市ＤＶ対策基本計画 平成23年3月 平成31年3月 https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sougouseisaku/seisaku/1044355/1011554/1012219/index.html ○ 第３次一宮市男女共同参画計画

692 23 愛知県 2041 瀬戸市 第2次瀬戸市女性活躍推進計画・第4次瀬戸市男女共同参画プラン 平成14年3月 令和4年3月 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022022500083/ ○ 第2次瀬戸市女性活躍推進計画・第4次瀬戸市男女共同参画プラン

693 23 愛知県 2050 半田市 半田市ＤＶ対策基本計画 平成27年3月 令和4年3月 https://www.city.handa.lg.jp/s-kyodo/danzyo/minnagakagayakutyarenzipuran.html ○ みんなが輝くチャレンジプラン（第3次半田市男女共同参画推進計画）

694 23 愛知県 2068 春日井市 第３次かすがい男女共同参画プラン 平成14年3月 令和4年3月 https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/sankaku/danjo/sinpulan.html ○ 第３次かすがい男女共同参画プラン

695 23 愛知県 2076 豊川市 豊川市DV防止基本計画 令和3年3月 http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/kihonkeikaku.html ○ 豊川市男女共同参画基本計画

696 23 愛知県 2084 津島市 津島市男女共同参画プラン2030 平成28年3月 令和3年3月 http://www.city.tsushima.lg.jp/shisei/jinkendanjyokyoudou/danjyokyoudou/danjyokyoudoupuran.html ○ 津島市男女共同参画プラン2030

697 23 愛知県 2092 碧南市 第２次碧南市男女共同参画プラン 平成26年4月 http://www.city.hekinan.aichi.jp/kyodoka/07danjokyodo/01danjoplan.html ○ 第２次碧南市男女共同参画プラン

698 23 愛知県 2106 刈谷市 第３次刈谷市男女共同参画プラン 平成23年3月 令和4年3月 https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/shiminkyodo/1009784/1009470/index.html ○ 第３次刈谷市男女共同参画プラン

699 23 愛知県 2114 豊田市 第４次とよた男女共同参画プラン 平成27年3月 令和2年4月 http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/shimin/1013653.html ○ 第４次とよた男女共同参画プラン

700 23 愛知県 2122 安城市 第４次安城市男女共同参画プラン 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/siminkatudo/danjyo/dai4jiplan.html ○ 第４次安城市男女共同参画プラン

701 23 愛知県 2131 西尾市 西尾市DV対策基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.nishio.aichi.jp/shisei/keikaku/1001513/1003237.html ○ 第２次西尾市男女共同参画プラン

702 23 愛知県 2149 蒲郡市 第３次蒲郡市男女共同参画プラン 令和3年6月 https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyodo/dai3ji-danjokyodosankakuplan.html 〇 第３次蒲郡市男女共同参画プラン

703 23 愛知県 2157 犬山市 犬山市DV対策基本計画 平成30年3月 https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/keikaku/1005931/1005737.html ○ 犬山市DV対策基本計画

704 23 愛知県 2173 江南市 江南市DV防止計画 令和4年4月 https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/shouhi/1004749/index.html ○ 第３次こうなん男女共同参画プラン

705 23 愛知県 2190 小牧市 小牧市DV対策基本計画 令和3年3月 https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kodomomirai/tasedaipuraza/danzyokyoudou/manabi/shimin/1/1/34096.html 〇 小牧市DV対策基本計画

706 23 愛知県 2203 稲沢市 いなざわ男女共同参画プランⅢ 令和3年3月 http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi_tetsuzuki/chiikizukuri/danjokyodo/1007650.html ○ いなざわ男女共同参画プランⅢ

707 23 愛知県 2211 新城市 新城市パートナープラン第２次新城市男女共同参画プラン 平成21年2月 令和2年4月 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/community/danjyo-kyodo/koki-keikaku.html ○ 新城市パートナープラン　第2次新城市男女共同参画プラン

708 23 愛知県 2220 東海市 東海市男女共同参画プランⅢ 平成28年3月 http://www.city.tokai.aichi.jp/5944.htm ○ 東海市男女共同参画プランⅢ

709 23 愛知県 2238 大府市 おおぶ男女共同参画プランⅥ　さんかく！おおぶ 令和3年3月 https://www.city.obu.aichi.jp/shisei/shisaku/danjyokyodo/1017412.html ○ おおぶ男女共同参画プランⅥ　さんかく！おおぶ

710 23 愛知県 2246 知多市 知多市男女共同参画行動計画　知多市ウイズプランⅢ 平成23年3月 令和3年2月 https://www.city.chita.lg.jp/docs/2021033000025/ ○ 知多市男女共同参画行動計画　知多市ウイズプランⅢ

711 23 愛知県 2254 知立市 知立市DV防止基本計画 平成31年3月 https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kyodosuishin/gyomu/7/2/1552628703440.html ○ 第３次知立市男女共同参画プラン

712 23 愛知県 2262 尾張旭市 第2次尾張旭市男女共同参画プラン 平成27年3月 令和2年3月 https://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/danjo/danjopuran2.html ○ 第2次尾張旭市男女共同参画プラン

713 23 愛知県 2289 岩倉市 岩倉市DV防止計画 平成29年3月 令和3年3月 https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000004897.html ○ 岩倉市男女共同参画基本計画

714 23 愛知県 2297 豊明市 第３次とよあけ男女共同参画プラン 平成27年3月 令和3年3月 https://www.city.toyoake.lg.jp/3699.htm ○ 第３次とよあけ男女共同参画プラン

715 23 愛知県 2301 日進市 第３次日進市男女平等推進プラン 令和3年3月 https://www.city.nisshin.lg.jp/department/seikatu/kyoudou/3/12/plan/11305.html 〇 第３次日進市男女平等推進プラン

716 23 愛知県 2319 田原市 田原市ＤＶ対策基本計画 平成19年3月 平成29年3月 http//www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kakushukeikaku/1002987/1001490/1001491.html ○ 田原市男女共同参画推進プラン2

717 23 愛知県 2327 愛西市 愛西市 DV対策基本計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=&frmId=14182 ○ 第４次愛西市男女共同参画プラン

718 23 愛知県 2335 清須市 清須市DV防止基本計画 平成26年3月 http://www.city.kiyosu.aichi.jp/shisei_joho/keikaku_shisaku/kobetsu_bunyabetsu_keikaku/kenko_fukushi/danjo_kyodo_sankaku_plan.html ○ 清須市男女共同参画プラン【中間見直し版】
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719 23 愛知県 2343 北名古屋市 第２次北名古屋市男女共同参画プラン 平成30年3月 https://www.city.kitanagoya.lg.jp/katsudo/1900159.php ○ 第２次北名古屋市男女共同参画プラン

720 23 愛知県 2351 弥富市 第2次弥富市男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000579/1000581.html ○ 第2次弥富市男女共同参画プラン

721 23 愛知県 2360 みよし市 みよし男女共同参画プラン『パートナー』２０１９-２０２３ 平成15年4月 平成31年4月 http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kyodo/danzyokyoudou/partner.html ○ みよし男女共同参画プラン『パートナー』２０１９-２０２３

722 23 愛知県 2378 あま市 あま市ＤＶ防止基本計画 平成24年9月 令和4年3月 http://www.city.ama.aichi.jp/shisei/shisaku/1002688.html ○ 第２次あま市男女共同参画プラン

723 23 愛知県 2386 長久手市 長久手市DV防止基本計画 平成25年3月 平成31年3月 https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kodomobu/kodomokateika/1/3/2361.html ○ 第３次長久手市男女共同参画基本計画

724 23 愛知県 3021 東郷町 東郷町DV対策基本計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikikyodoka/gyomuannai/1212-1/4832.html ○ 第２次東郷町男女共同参画プラン

725 23 愛知県 3421 豊山町 豊山町男女共同参画社会計画 平成24年3月 https://www.town.toyoyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/140/rainbow-plan.pdf ○ 豊山町男女共同参画社会計画

726 23 愛知県 3617 大口町 第四次おおぐち男女共同参画プラン 平成30年4月 http://www.town.oguchi.aichi.jp/secure/3629/oguchidanjoplan.pdf ○ 第四次おおぐち男女共同参画プラン

727 23 愛知県 3625 扶桑町 第２次扶桑町男女共同参画プラン 令和2年3月 http://www.town.fuso.lg.jp/seisaku/kurashi/danjo/documents/dai2danjyoplan.pdf ○ 第２次扶桑町男女共同参画プラン

728 23 愛知県 4257 蟹江町 第２次蟹江町男女共同参画プラン 令和4年3月 http://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/2/danjokyodosankakuplan.html ○ 蟹江町男女共同参画プラン

729 23 愛知県 4273 飛島村 飛島村DV対策基本計画 平成26年3月 平成31年3月 ○ 飛島村男女共同参画推進プラン2019-2028

730 23 愛知県 4419 阿久比町 第２次阿久比町男女共同参画プラン 平成24年3月 平成29年3月 https://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=3700 ○ 第２次阿久比町男女共同参画プラン

731 23 愛知県 4427 東浦町 第３次東浦町男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/juminjichi/jichi/gyomu/danjo/11875.html ○ 第３次東浦町男女共同参画プラン

732 23 愛知県 4451 南知多町 第２次南知多町男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.town.minamichita.lg.jp/main/kikaku/kikaku039.html ○ 第２次南知多町男女共同参画計画

733 23 愛知県 4460 美浜町 美浜町男女共同参画プラン 平成25年2月 http://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2014012700269/ ○ 美浜町男女共同参画プラン

734 23 愛知県 4478 武豊町 第３次武豊町男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.town.taketoyo.lg.jp ○ 第３次武豊町男女共同参画プラン

735 23 愛知県 5016 幸田町 第２次幸田町男女共同参画プラン 平成21年3月 平成31年3月 https://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/15,46085,26,309,html ○  第２次幸田町男女共同参画プラン

736 23 愛知県 5610 設楽町 第二次設楽町男女共同参画基本計画 平成31年3月 https://www.town.shitara.lg.jp/index.cfm/14,0,50,202,html ○ 第二次設楽町男女共同参画基本計画

737 24 三重県 2012 津市 津市男女共同参画基本計画 平成20年7月 平成30年3月 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1487641573753/index.html ○ 第３次津市男女共同参画基本計画

738 24 三重県 2021 四日市市 男女共同参画プランよっかいち2021～2025 令和3年3月 https://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/jourei/index.html

739 24 三重県 2039 伊勢市 第3次伊勢市男女共同参画基本計画 平成30年4月1日 https://www.city.ise.mie.jp/machi/danjo/jorei/keikaku/index.html ○ 第3次伊勢市男女共同参画基本計画

740 24 三重県 2047 松阪市 松阪市男女共同参画プラン 平成14年2月 令和3年3月 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/jinken/danjo005.html ○ 松阪市男女共同参画プラン

741 24 三重県 2055 桑名市 2019-2024桑名市男女共同参画基本計画 平成31年3月
https://www.city.kuwana.lg.jp/jyoseikatsuyaku/kurashi/danjokyoudou/25-66646-206-
857.html ○ 2019-2024桑名市男女共同参画基本計画

742 24 三重県 2071 鈴鹿市 第2次鈴鹿市男女共同参画基本計画 平成28年4月 令和2年3月 https://www.city.suzuka.lg.jp/danjo/information/files/000004.html 〇 第2次鈴鹿市男女共同参画基本計画

743 24 三重県 2080 名張市 第２次名張市男女共同参画基本計画ベルフラワーⅡ 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.nabari.lg.jp/s021/030/090/520/16jinken-danjo-keikaku.pdf 〇 第２次名張市男女共同参画基本計画ベルフラワーⅡ

744 24 三重県 2098 尾鷲市 第3次尾鷲市男女共同参画推進基本計画 令和4年3月 https://www.city.owase.lg.jp/0000018897.html 〇 第3次尾鷲市男女共同参画推進基本計画

745 24 三重県 2101 亀山市 第４次亀山市男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2014112303247/20_keikaku.html 〇 第４次亀山市男女共同参画基本計画

746 24 三重県 2110 鳥羽市 鳥羽市第3期男女共同参画基本計画（ほほえみプラン） 令和2年3月 https://www.city.toba.mie.jp/gyosei_joho/seisaku_keikaku/4387.html ○ 鳥羽市第３期男女共同参画基本計画

747 24 三重県 2144 いなべ市 いなべ市男女共同参画第3次推進計画 平成30年3月 https://www.city.inabe.mie.jp/shisei/keikaku/keikaku/1002187.html 〇 第2次いなべ市総合計画

748 24 三重県 2152 志摩市 第３次志摩市男女共同参画推進プラン 平成18年3月 令和4年3月 https://www.city.shima.mie.jp/kurashi_tetsuzuki/jinken_danjo_kyodo_sankaku/danjo_kyodo_sankaku/1458721481631.html ○ 志摩市男女共同参画推進プラン

749 24 三重県 2161 伊賀市 第4次伊賀市男女共同参画基本計画 令和3年3月 https://www.city.iga.lg.jp/0000000067.html

750 24 三重県 3035 木曽岬町 木曽岬町男女共同参画基本計画 平成26年1月

751 24 三重県 3248 東員町 第3次東員町男女共同参画プラン 平成30年3月 http://www.town.toin.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/879/3-plan.pdf ○ 第3次東員町男女共同参画プラン

752 24 三重県 3434 朝日町 かがやくあさひ男女共同参画基本計画 平成24年3月 http://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/1001000000205/index.html ○ かがやくあさひ男女共同参画基本計画

753 24 三重県 3442 川越町 川越町男女共同参画推進計画 平成20年3月 http://www.town.kawagoe.mie.jp/wp-content/uploads/danjosankaku_plan.pdf ○ 川越町男女共同参画推進計画

754 24 三重県 4414 多気町 多気町男女共同参画推進基本計画 平成18年4月 平成23年3月 ○ 多気町男女共同参画推進基本計画
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755 24 三重県 4422 明和町 第２次明和町男女共同参画基本計画 平成30年3月 http://www.town.meiwa.mie.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/47/keikaku2..pdf ○ 第２次明和町男女共同参画基本計画

756 24 三重県 4431 大台町 大台町男女共同参画基本計画 平成24年3月 令和3年3月 http://www.odaitown.jp/soshiki/yakuba/2/3/8/485.html

757 24 三重県 4619 玉城町 玉城町男女共同参画計画 平成24年3月 平成29年3月 https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/chosei/jinken/danjyokyodo/danjokyoudou.html ○ 玉城町男女共同参画計画

758 24 三重県 4708 度会町 第2次度会町男女共同参画基本計画 令和3年3月 http://www.town.watarai.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1060/honpen.pdf ○ 第2次度会町男女共同参画基本計画

759 24 三重県 4716 大紀町 大紀町男女共同参画計画 平成27年2月 〇 大紀町男女共同参画計画

760 24 三重県 4724 南伊勢町 第二次南伊勢町男女共同参画基本計画 平成30年4月 https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/kankyou/shisaku/jinken/3696.html ○ 第二次南伊勢町男女共同参画基本計画

761 24 三重県 5437 紀北町 第２次紀北町男女共同参画基本計画 平成30年3月 http://www.town.mie-kihoku.lg.jp/gyosei/oshirase/3/19/index.html

762 24 三重県 5613 御浜町 御浜町男女共同参画推進基本計画 令和4年2月 https://www.town.mihama.mie.jp/soshikikarasagasu/somuka/gyoseijoho/danzyokyo/997.html 〇 御浜町男女共同参画推進基本計画

763 25 滋賀県 2018 大津市 大津市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1006/g/keikaku/1397454763473.html ○ おおつかがやきプランⅣ（大津市男女共同参画推進計画・大津市女性活躍推進計画）

764 25 滋賀県 2026 彦根市 男女共同参画ひこねかがやきプランⅢ 平成23年3月 令和4年3月 https://www.city.hikone.lg.jp/shisei/keikaku/2/8/5714.html ○ 男女共同参画ひこねかがやきプランⅢ

765 25 滋賀県 2034 長浜市 長浜市男女共同参画行動計画（ヒュー・ウー・マンプラン） 平成30年3月 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001544.html ○ 長浜市男女共同参画行動計画（ヒュー・ウー・マンプラン）

766 25 滋賀県 2042 近江八幡市 男女共同参画おうみはちまん2030プラン～男女共同参画近江八幡市行動計画～ 平成24年4月 令和3年4月 http://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/jinken/danjokyoudousankaku/18394.html ○ 男女共同参画おうみはちまん2030プラン～男女共同参画近江八幡市行動計画～

767 25 滋賀県 2069 草津市 第4次草津市男女共同参画推進計画 令和3年4月 http://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shikeikaku/chikijinkensomubosai/jinkence320210209.html 〇 第４次草津市男女共同参画推進計画

768 25 滋賀県 2077 守山市 第４次守山市男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.city.moriyama.lg.jp/jinkenseisaku/danjyokeikaku.html ○ 第４次守山市男女共同参画計画

769 25 滋賀県 2085 栗東市 栗東市ひとが輝くパートナープラン（栗東市男女共同参画プラン第６版） 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.ritto.lg.jp/material/files/group/16/puran6honpen.pdf ○ 栗東市ひとが輝くパートナープラン（栗東市男女共同参画プラン第６版）

770 25 滋賀県 2093 甲賀市 第３次甲賀市配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する基本計画 平成23年3月 令和2年3月 http://www.city.koka.lg.jp/4278.htm

771 25 滋賀県 2107 野洲市 第４次野洲市男女共同参画行動計画「男女共同参画プランやす」 令和3年3月 http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/jinken_shisaku/jinken/keikaku/1458888888108.html ○ 第４次野洲市男女共同参画行動計画「男女共同参画プランやす」

772 25 滋賀県 2115 湖南市 湖南市男女共同参画アクション2017計画（改訂版） 平成29年3月 令和４年９月 https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/jinken_yogo/5/1198.html ○ 湖南市男女共同参画アクション2017計画

773 25 滋賀県 2123 高島市 第２次高島市男女共同参画プラン 平成29年3月 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1178676034722/index.html ○ 第２次高島市男女共同参画プラン

774 25 滋賀県 2131 東近江市 第３次東近江市男女共同参画推進計画 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007870.html ○ 第３次東近江市男女共同参画推進計画

775 25 滋賀県 2140 米原市 第４次米原市男女共同参画推進計画～ハートフルプランまいばら21～ 平成19年6月 令和4年3月 https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/jinken/sankaku/17693.html ○ 第４次米原市男女共同参画推進計画～ハートフルプランまいばら21～

776 25 滋賀県 3839 日野町 日野町男女共同参画行動計画～ひのパートナープラン2019～ 平成31年3月 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=1643 〇 日野町男女共同参画行動計画～ひのパートナープラン2019～

777 25 滋賀県 3847 竜王町 竜王ベストパートナープラン 平成31年3月 http://www.town.ryuoh.shiga.jp/best_partner_plan/top/top.html ○ 竜王ベストパートナープラン

778 25 滋賀県 4258 愛荘町 第２次　愛荘町　男女共同参画推進計画 平成21年10月 令和2年3月 https://www.town.aisho.shiga.jp/soshiki/machizukuri/2/1//449.html ○ 愛荘町男女共同参画推進計画

779 26 京都府 1009 京都市 京都市DV対策基本計画 平成23年3月 令和3年9月 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000290051.html ○ 第５次京都市男女共同参画計画

780 26 京都府 2013 福知山市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画（第3次） 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/6/2509.html 〇 第４次福知山市男女共同参画計画　はばたきプラン20２1

781 26 京都府 2021 舞鶴市
舞鶴市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画（第２次
舞鶴市ＤＶ対策基本計画）

平成27年3月 令和2年4月 http://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000000540.html 〇 舞鶴市男女共同参画計画「まいプラン（第3次）」

782 26 京都府 2030 綾部市 第4次綾部市男女共同参画計画（第4次あいプラン） 令和3年3月 http://www.city.ayabe.lg.jp/aicenter/jore/4ai-plan-sakute.html ○ 第4次綾部市男女共同参画計画（第4次あいプラン）

783 26 京都府 2048 宇治市 第５次UJIあさぎりプラン（宇治市男女共同参画計画） 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/68/39169.html ○ 第５次UJIあさぎりプラン（宇治市男女共同参画計画）

784 26 京都府 2056 宮津市 宮津市男女共同参画基本計画～ウインドプラン2017～ 平成29年3月 https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/5/2147.html ○ 宮津市男女共同参画基本計画～ウインドプラン2017～

785 26 京都府 2064 亀岡市 ゆう・あいプラン２０２１～亀岡市男女共同参画計画～ 令和3年3月 https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/10/2103.html ○ ゆう・あいプラン２０２１　～亀岡市男女共同参画計画～

786 26 京都府 2072 城陽市 第４次城陽市男女共同参画計画　さんさんプラン 令和3年3月 https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006497.html ○ 第４次城陽市男女共同参画計画　さんさんプラン

787 26 京都府 2081 向日市 向日市男女共同参画プラン（第３次向日市男女共同参画プラン） 令和3年3月 https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/shisei/shisaku/1/5/mukosidannjokyodousannkakupuran/1617604459476.html ○ 向日市男女共同参画プラン（第３次向日市男女共同参画プラン）

788 26 京都府 2099 長岡京市 長岡京市男女共同参画計画第７次計画 令和3年3月 https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000011712.html ○ 長岡京市男女共同参画計画第７次計画

789 26 京都府 2102 八幡市 八幡市男女共同参画プランるーぷ計画Ⅲ 令和3年3月 http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006998.html ○ 八幡市男女共同参画プランるーぷ計画Ⅲ

790 26 京都府 2111 京田辺市 第3次京田辺市男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.kyotanabe.jp/0000016291.html ○ 第３次京田辺市男女共同参画計画
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791 26 京都府 2129 京丹後市 第二次京丹後市男女共同参画計画　デュエットプランⅡ 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shisei/jinken/2/4066.html ○ 第二次京丹後市男女共同参画計画　デュエットプランⅡ

792 26 京都府 2137 南丹市 第2次南丹市男女共同参画行動計画 平成31年3月 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/gove/135/011/000/index_75046.html ○ 第2次南丹市男女共同参画行動計画

793 26 京都府 2145 木津川市 第２次木津川市男女共同参画計画　キラリさわやかプラン 令和3年3月 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,46497,40,181,html ○ 第２次木津川市男女共同参画計画　キラリさわやかプラン

794 26 京都府 3036 大山崎町 大山崎町第3次男女共同参画計画－みとめ愛プラン－ 平成29年3月 http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/annai/kyoikuiinkai/sportshinkogakari/canzyokyoudousankakusuisinzigyou/2721.html ○ 大山崎町第3次男女共同参画計画－みとめ愛プラン－

795 26 京都府 3222 久御山町 久御山町第２次男女共同参画プラン（久御山町レインボウプラン） 平成25年3月 平成31年3月 http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3107 ○ 久御山町第２次男女共同参画プラン（久御山町レインボウプラン）

796 26 京都府 3435 井手町 井手町男女共同参画プラン 令和3年3月 http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/kyouikuiinkai/syakaikyouiku/syakai_k_news/1621996953942.html ○ 井手町男女共同参画プラン

797 26 京都府 3443 宇治田原町 第２次宇治田原町男女共同参画計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/soshiki/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/1/1137.html ○ 第２次宇治田原町男女共同参画計画

798 26 京都府 3664 精華町 精華町第2次男女共同参画計画 平成27年3月 令和2年3月 https://www.town.seika.kyoto.jp/kakuka/jinken/2/6/2761.html ○ 精華町第2次男女共同参画計画

799 26 京都府 4075 京丹波町 京丹波町第２次男女共同参画行動計画 平成29年3月 https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000004695.html ○ 京丹波町第２次男女共同参画行動計画

800 26 京都府 4652 与謝野町 みんなの和づくりプラン　第2次与謝野町男女共同参画計画 平成31年3月 https://www.town.yosano.lg.jp/administration/plan_1/culture_2/530028/index.html ○ みんなの和づくりプラン　第2次与謝野町男女共同参画計画

801 27 大阪府 1004 大阪市 大阪市男女共同参画基本計画　～第３次大阪市男女きらめき計画～ 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000532457.html ○ 大阪市男女共同参画基本計画　～第３次大阪市男女きらめき計画～

802 27 大阪府 1403 堺市 第5期さかい男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/jorei_keikaku/plan_danjo/5-danjoplan.html ○ 第5期さかい男女共同参画プラン

803 27 大阪府 2027 岸和田市 第4期きしわだ男女共同参画推進プラン（岸和田市ＤＶ対策基本計画） 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/26/danjokeikaku4.html ○ 第4期きしわだ男女共同参画推進プラン

804 27 大阪府 2035 豊中市 第3次豊中市男女共同参画計画 令和4年2月 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/keikaku/houkoku/keikaku_housin/jinken/danjokeikaku2.html ○ 第3次豊中市男女共同参画計画

805 27 大阪府 2043 池田市 第２次池田市男女共同参画推進計画　～いけだパートナーシップ２１～改訂版 平成21年3月 平成30年3月 https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/jinkenbunka/jinken/1415934767531.html ○ 第２次池田市男女共同参画推進計画　～いけだパートナーシップ２１～改訂版

806 27 大阪府 2051 吹田市 第4次すいた男女共同参画プラン（吹田市DV防止基本計画） 平成30年3月 https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018573/1018585/1006424.html ○ 第４次すいた男女共同参画プラン

807 27 大阪府 2060 泉大津市 第3次泉大津市男女共同参画推進計画（にんじんプラン） 平成28年3月 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjo/ninjin/7912.html ○ 第3次泉大津市男女共同参画推進計画（にんじんプラン）

808 27 大阪府 2078 高槻市 高槻市男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/keikaku/5978.html ○ 高槻市男女共同参画計画

809 27 大阪府 2086 貝塚市 貝塚市男女共同参画計画(第3期)コスモスプラン（貝塚市ＤＶ防止基本計画） 平成25年3月 https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseisaku/jinken/menu/danjosankaku ○ 貝塚市男女共同参画計画(第3期)コスモスプラン

810 27 大阪府 2094 守口市 第３次守口市男女共同参画推進計画（改訂版） 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.moriguchi.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/54/daisanjidanjyokaitei.pdf ○ 第３次守口市男女共同参画推進計画（改訂版）

811 27 大阪府 2108 枚方市 第3次枚方市男女共同参画計画改訂版 平成23年3月31日 令和3年3月 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000034820.html ○ 第3次枚方市男女共同参画計画

812 27 大阪府 2116 茨木市 第２次茨木市男女共同参画計画（改訂版） 平成24年6月 平成29年3月 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/jinken/menu/danjo_kyodo/2_keikaku.html ○ 第２次茨木市男女共同参画計画（改訂版）

813 27 大阪府 2124 八尾市 八尾市はつらつプラン（改定版）～第3次八尾市男女共同参画基本計画～ 平成28年3月 令和3年3月 http://www.city.yao.osaka.jp/0000033397.html ○ 八尾市はつらつプラン（改定版）～第3次八尾市男女共同参画基本計画～

814 27 大阪府 2132 泉佐野市 第３次泉佐野市男女共同参画推進計画（泉佐野市ＤＶ防止基本計画） 令和4年4月1日 https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoudou/jinken/menu/hitohito_plan/dai3jidanjyo○ 第３次泉佐野市男女共同参画推進計画(第３次人ひとプラン）

815 27 大阪府 2141 富田林市 第3次富田林市男女共同参画計画（ウィズプラン） 平成29年3月 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/19/2109.html ○ 第3次富田林市男女共同参画計画（ウィズプラン）

816 27 大阪府 2159 寝屋川市 第５期ねやがわ男女共同参画プラン 令和3年3月31日 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/shisei/jinken_heiwa_danjo/danzyokyoudou/danjoplan/14861.html ○ 第５期ねやがわ男女共同参画プラン

817 27 大阪府 2167 河内長野市 河内長野市男女共同参画計画（第4期） 平成20年3月31日 平成30年4月 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/34/2962.html ○ 河内長野市男女共同参画計画（第4期）

818 27 大阪府 2175 松原市 第4期まつばら男女かがやきプラン 平成10年11月 平成31年4月 https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/jinken_center/1_1/10425.html ○ 第4期まつばら男女かがやきプラン

819 27 大阪府 2183 大東市 第４次大東市男女共同参画社会行動計画～カラフルプラン～ 平成21年3月 平成31年3月 https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/19/2126.html ○ 第４次大東市男女共同参画社会行動計画～カラフルプラン～

820 27 大阪府 2191 和泉市 和泉市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画 平成27年3月 令和2年3月

https://www.city.osaka
izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosankaku/gyoumu/danjyokyoudousannkakunokoto
/oashispuran_kihonnkeikaku/12678.html

○ 第3期和泉市男女共同参画行動計画（改定）

821 27 大阪府 2205 箕面市 箕面市男女協働参画推進プラン 平成23年3月 令和4年3月 https://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/kikakuchousei/keikakupabukome.html ○ 箕面市男女協働参画推進プラン

822 27 大阪府 2213 柏原市 第3期かしわら男女共同参画プラン（柏原市ＤＶ対策基本計画） 平成27年3月 http://www.city.kashiwara.osaka.jp/soshiki/jinken/ ○ 第3期かしわら男女共同参画プラン

823 27 大阪府 2221 羽曳野市 第３期羽曳野市男女共同参画推進プラン 平成29年3月 https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shiminjinken/jikensuishin/jinken_suishin_kyoudou/plan3.html ○ 第３期羽曳野市男女共同参画推進プラン

824 27 大阪府 2230 門真市 第2次かどま男女共同参画プラン 平成24年3月 https://www.city.kadoma.osaka.jp/kurashi/danjokyodo/2_kadomadanjyoplan/17601.html ○ 第2次かどま男女共同参画プラン

825 27 大阪府 2248 摂津市 第4期摂津市男女共同参画計画～ウィズプラン～ 令和4年3月 https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/shichoukoushitsu/jinkenjoseiseisakuka/joseiseisaku/dai4kidanjyo/19296.html ○ 第4期摂津市男女共同参画計画～ウィズプラン～

826 27 大阪府 2256 高石市 第２次高石市男女共同参画計画（高石市DV防止基本計画） 平成29年3月 http://www.city.takaishi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/14/2danzyokeikaku.pdf ○ 第２次高石市男女共同参画計画
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http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/annai/kyoikuiinkai/sportshinkogakari/canzyokyoudousankakusuisinzigyou/2721.html
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http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/kyouikuiinkai/syakaikyouiku/syakai_k_news/1621996953942.html
https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/soshiki/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/1/1137.html
https://www.town.seika.kyoto.jp/kakuka/jinken/2/6/2761.html
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000004695.html
https://www.town.yosano.lg.jp/administration/plan_1/culture_2/530028/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000532457.html
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/jorei_keikaku/plan_danjo/5-danjoplan.html
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/26/danjokeikaku4.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/keikaku/houkoku/keikaku_housin/jinken/danjokeikaku2.html
https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/jinkenbunka/jinken/1415934767531.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018573/1018585/1006424.html
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjo/ninjin/7912.html
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/keikaku/5978.html
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseisaku/jinken/menu/danjosankaku
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/54/daisanjidanjyokaitei.pdf
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000034820.html
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/jinken/menu/danjo_kyodo/2_keikaku.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000033397.html
https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoudou/jinken/menu/hitohito_plan/dai3jidanjyokeikaku/9319.html
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/19/2109.html
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/shisei/jinken_heiwa_danjo/danzyokyoudou/danjoplan/14861.html
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/34/2962.html
https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/jinken_center/1_1/10425.html
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/19/2126.html
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosankaku/gyoumu/danjyokyoudousannkakunokoto/oashispuran_kihonnkeikaku/12678.html
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosankaku/gyoumu/danjyokyoudousannkakunokoto/oashispuran_kihonnkeikaku/12678.html
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosankaku/gyoumu/danjyokyoudousannkakunokoto/oashispuran_kihonnkeikaku/12678.html
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosankaku/gyoumu/danjyokyoudousannkakunokoto/oashispuran_kihonnkeikaku/12678.html
https://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/kikakuchousei/keikakupabukome.html
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/soshiki/jinken/
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shiminjinken/jikensuishin/jinken_suishin_kyoudou/plan3.html
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kurashi/danjokyodo/2_kadomadanjyoplan/17601.html
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/shichoukoushitsu/jinkenjoseiseisakuka/joseiseisaku/dai4kidanjyo/19296.html
http://www.city.takaishi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/14/2danzyokeikaku.pdf
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827 27 大阪府 2264 藤井寺市 第4期男女共同参画のための藤井寺市行動計画～スクラムチャレンジプラン～ 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kyoudoujinken/danjokyodosankak ○ 第4期男女共同参画のための藤井寺市行動計画～スクラムチャレンジプラン～

828 27 大阪府 2272 東大阪市 第４次東大阪市男女共同参画推進計画 令和3年3月 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000030006.html ○ 第４次東大阪市男女共同参画推進計画

829 27 大阪府 2281 泉南市 せんなん男女平等参画プラン 令和4年3月
http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/jinkensuishinka/danjobyodosankak
ukakari/danjosankaku/1455068074595.html

○ せんなん男女平等参画プラン（第4次）

830 27 大阪府 2299 四條畷市 四條畷市DV対策基本計画 平成24年3月31日 ○ 四條畷市男女共同参画推進計画

831 27 大阪府 2302 交野市 交野市男女共同参画計画 平成10年3月 平成30年3月 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018051600054/ ○ 交野市男女共同参画計画

832 27 大阪府 2311 大阪狭山市 第３期大阪狭山市男女共同参画推進プラン　改定版（大阪狭山市DV防止基本計画） 平成26年3月 平成31年3月 http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/shiminsoudanjinken/machidukuri/danjyokyodosankaku/1410844499004.html ○ 第３期大阪狭山市男女共同参画推進プラン　改定版

833 27 大阪府 2329 阪南市 阪南市男女共同参画プラン（第３次）～笑顔を咲かせよう、スマイルプラン～ 平成29年3月 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/somu/jinken/1494316853692.html ○ 阪南市男女共同参画プラン（第３次）

834 27 大阪府 3015 島本町 しまもとスマイルプラン～第２期島本町男女共同参画社会をめざす計画～（改訂版） 平成24年3月31日 平成29年3月31日 http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_senta/danjyokyoudousankaku/shimamotosmileplan/1515976329458.html ○ しまもとスマイルプラン　～第２期島本町男女共同参画社会をめざす計画～

835 27 大阪府 3210 豊能町 第2次　豊能町男女共同参画プラン（豊能町ＤＶ対策基本計画） 平成17年3月 平成25年3月 http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page000654.html ○ 第2次　豊能町男女共同参画プラン

836 27 大阪府 3228 能勢町 第2次能勢町男女共同参画プラン【能勢町DV対策基本計画】 平成28年3月 http://www.town.nose.osaka.jp/chosei/jinken_heiwa/1482.html ○ 第2次能勢町男女共同参画プラン

837 27 大阪府 3414 忠岡町 第2次忠岡町男女共同参画計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.tadaoka.osaka.jp/?ka_details=%E5%BF%A0%E5%B2%A1%E7%94%BA%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E8%A8%88%E7%94%BB ○ 第2次忠岡町男女共同参画計画

838 27 大阪府 3619 熊取町 熊取町第2次男女共同参画プラン〈改訂版〉 平成25年3月 平成30年3月 https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/jinken_joseikatsuyakusuishin/gyomu/jinken_heiwa_danjo/danjokyodo/1259.html ○ 熊取町第2次男女共同参画プラン

839 27 大阪府 3627 田尻町 第2次田尻町男女共同参画プラン（田尻町ＤＶ防止基本計画） （改定版） 平成27年3月 令和4年3月 https://www.town.tajiri.osaka.jp/kyoiku_bunka_sports_jinken/danjokyodosankaku/2309.html ○ 第2次田尻町男女共同参画プラン

840 27 大阪府 3660 岬町 第２次岬町男女共同参画プラン（ウィッシュプラン） 平成15年3月 平成25年3月 ○ 第２次岬町男女共同参画プラン

841 27 大阪府 3813 太子町 第２次太子町男女共同参画推進計画（太子町DV防止基本計画） 平成22年3月 令和2年3月 https://www.town.taishi.osaka.jp/busyo/seisakusoumubu/jyuuminjinkenka/danjokyodo/2514.html ○ 第２次太子町男女共同参画推進計画

842 27 大阪府 3821 河南町 かなん男女共同参画プラン　～第２期～ 平成25年3月 https://www.town.kanan.osaka.jp/gyoseijoho/jinken_danjokyodosankaku/2/3492.html ○ かなん男女共同参画プラン　～第２期～

843 27 大阪府 3830 千早赤阪村 第２期千早赤阪村男女共同参画推進計画（千早赤阪村DV対策基本計画） 平成28年3月 http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/ ○ 第２期千早赤阪村男女共同参画推進計画

844 28 兵庫県 1000 神戸市 神戸市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画 平成21年3月 令和3年3月 https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/shise/kekaku/kodomokatekyoku/dvnokeikaku/index 〇 神戸市男女共同参画計画

845 28 兵庫県 2014 姫路市 姫路市ＤＶ（配偶者等からの暴力）対策基本計画（第3期） 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000007829.html ○ 姫路市男女共同参画プラン2022（改訂版）

846 28 兵庫県 2022 尼崎市 第２次尼崎市配偶者等からの暴力（DV）対策基本計画 平成24年2月21日 平成30年3月 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/064dvkeikaku.html ○ 第４次尼崎市男女共同参画計画

847 28 兵庫県 2031 明石市 明石市配偶者等からの暴力対策基本計画 平成23年3月 http://www.city.akashi.lg.jp/community/danjyo_ka/shise/gyose/kekaku/danjosankaku/documents/hontai.pdf ○ あかし男女共同参画プラン～きらめきプラン２１～

848 28 兵庫県 2049 西宮市 西宮市ＤＶ対策基本計画 平成24年3月31日 平成31年3月 https://www.nishi.or.jp/shisei/sogokeikaku/danjo/danjyoplan.html ○ 西宮市男女共同参画プラン

849 28 兵庫県 2057 洲本市 洲本市第３次男女共同参画プラン 平成25年4月1日 平成30年3月 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/13/2259.html ○ 洲本市第３次男女共同参画プラン

850 28 兵庫県 2065 芦屋市 第２次芦屋市配偶者等からの暴力対策基本計画（第２次芦屋市DV対策基本計画） 平成30年3月 http://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/withus/shisaku.html ○ 第４次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プラン

851 28 兵庫県 2073 伊丹市 伊丹市ＤＶ防止・被害者支援計画～第３期　伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画～ 平成21年6月 令和2年3月 https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/DANJYO/DANJO_KYODO/DV_TAISAKU/1 ○ 第３期伊丹市男女共同参画計画

852 28 兵庫県 2081 相生市 相生市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/machizukuri/danjosankaku-plan.html ○ 第２次相生市男女共同参画プラン（中間改定）

853 28 兵庫県 2090 豊岡市 第４次豊岡市男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/keikaku/1019152/danjokyodo/1021184.html ○ 第４次豊岡市男女共同参画プラン

854 28 兵庫県 2103 加古川市 加古川市配偶者等からの暴力対策基本計画 平成23年3月 令和3年3月 http://www.city.kakogawa.lg.jp/shiseijoho/kakogawashinoseisakuzaisei/sonotakeikakutorikumi/1416127809796.html ○ 第５次加古川市男女共同参画行動計画

855 28 兵庫県 2120 赤穂市 第２次赤穂市男女共同参画プラン 平成26年3月 http://www.city.ako.lg.jp/shimin/jinken/dai2jiakousidanjyokyoudousankakuplan.html ○ 第２次赤穂市男女共同参画プラン(平成29年3月一部見直し)

856 28 兵庫県 2138 西脇市 西脇市配偶者等暴力（ＤＶ)対策基本計画 平成24年3月 平成29年3月 https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/jinkendanjyo/danjyokyoudousankakunosuishin/1478159695426.html ○ 第２次西脇市男女共同参画基本プラン

857 28 兵庫県 2146 宝塚市 第２次宝塚市男女共同参画プラン 平成23年3月 平成28年3月 http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/shisei/shisaku/1000143/1000456.html ○ 第２次宝塚市男女共同参画プラン

858 28 兵庫県 2154 三木市 三木市男女共同参画プラン 平成23年5月 平成30年3月 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/18/1973.html ○ 三木市男女共同参画プラン（第３次）

859 28 兵庫県 2162 高砂市 第３次たかさご男女共同参画プラン 令和3年3月 https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/jinkensuishinka/seisaku_keikaku/1/1/2729.html 〇 第３次たかさご男女共同参画プラン

860 28 兵庫県 2171 川西市 川西市配偶者等からの暴力対策基本計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/754/dai3ji_danjo_plan_kaiteiban.pdf ○ 第３次川西市男女共同参画プラン【改定版】

861 28 兵庫県 2189 小野市 小野市配偶者等暴力（DV）対策基本計画 平成23年4月1日 令和4年5月 https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/shiminanzembu_humanlifegroup/gyomuannai/4/10653.html ○ はーと・シップ　プラン　小野市男女共同参画計画

862 28 兵庫県 2197 三田市 第5次三田市男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.sanda.lg.jp/shisei_joho/seisaku_keikaku/kurashi/8424.html ○ 第5次三田市男女共同参画計画
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863 28 兵庫県 2201 加西市 加西市ＤＶ対策基本計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/keikaku-sesaku/20836.html ○ 第三次加西市男女共同参画プラン

864 28 兵庫県 2219 丹波篠山市 丹波篠山市DV対策基本計画（第3次丹波篠山市男女共同参画プラン） 令和4年3月 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jinkensuishinka/index.html ○ 丹波篠山市DV対策基本計画

865 28 兵庫県 2227 養父市 第3期養父市配偶者等からの暴力(DV)対策基本計画 平成23年12月 令和4年3月 http://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kenkofukushi/shakaifukushi/1_1/2046.html ○ 第4次養父市男女共同参画プラン

866 28 兵庫県 2235 丹波市 第2次丹波市配偶者等からの暴力対策基本計画 平成24年3月8日 平成30年3月 http://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shakaifukusi/dvkeikakusakutei.html ○ 第３次丹波市男女共同参画計画　丹（まごころ）の里ハーモニープラン

867 28 兵庫県 2243 南あわじ市 第２次南あわじ市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画 平成28年7月 令和3年4月1日 https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kosodate/dv-2nd.html ○ 第２次南あわじ市男女共同参画計画

868 28 兵庫県 2251 朝来市 第３次朝来市男女共同参画プラン～ウィズ(with)プラン～ 平成26年3月 平成30年3月 http://www.city.asago.hyogo.jp/0000000307.html ○ 第３次朝来市男女共同参画プラン～ウィズ(with)プラン～

869 28 兵庫県 2260 淡路市 第２次淡路市男女共同参画プラン 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.awaji.lg.jp/uploaded/life/39858_120309_misc.pdf ○ 第２次淡路市男女共同参画プラン

870 28 兵庫県 2278 宍粟市 第３次宍粟市DV防止・被害者支援基本計画 平成24年3月31日 令和3年3月 http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/shakaifukushi/tantojoho/hitorioyakatei_dv/1460094879704.html ○ 第２次宍粟市男女共同参画プラン

871 28 兵庫県 2280 加東市 第２次加東市配偶者等暴力（DV）対策基本計画 平成21年3月 平成31年3月 https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/kenkoufukushibu/fukushisomuka/jidofukushikakari/keikaku/indeX.html ○ 第３次加東市男女共同参画プラン

872 28 兵庫県 2294 たつの市 第２次たつの市男女共同参画プラン 平成25年4月 平成29年3月 http://www.city.tatsuno.lg.jp/jinkensuishin/plan.html ○ 第２次たつの市男女共同参画プラン

873 28 兵庫県 3011 猪名川町 第四次男女共同参画行動計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/seikatsu/hukusikajinken/kurasitetuduki/jinkendannjyokyoudou/danjokyoudousankakukoudoukeikaku/1665992422603.html ○ 第四次男女共同参画行動計画

874 28 兵庫県 3657 多可町 第2次多可町男女共同参画計画 平成30年3月 https://www.town.taka.lg.jp/files/user/pdf/syougaigakusyuu/201904danjokyodosankakukeikaku2nd.pdf ○ 第2次多可町男女共同参画計画

875 28 兵庫県 3819 稲美町 第3次稲美町男女共同参画プラン 令和4年3月 http://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000005494.html ○ 第3次稲美町男女共同参画プラン

876 28 兵庫県 3827 播磨町 播磨町男女共同参画行動計画 平成24年4月 https://www.town.harima.lg.jp/kyodo/kurashi/jinken/kodokekaku.html ○ 播磨町男女共同参画行動計画

877 28 兵庫県 4424 市川町 市川町男女共同参画プラン 平成28年3月 令和3年4月 https://www.town.ichikawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=38862 ○ 市川町男女共同参画プラン

878 28 兵庫県 4432 福崎町 福崎町男女共同参画基本計画 平成28年3月 令和3年3月 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000001880.html ○ 福崎町男女共同参画基本計画

879 28 兵庫県 4467 神河町 神河町男女共同参画推進計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=38845 ○ 神河町男女共同参画推進計画

880 28 兵庫県 4645 太子町 第4次太子町男女共同参画プラン 平成31年3月 http://www.town.hyogo‐taishi.lg.jp/matijouhou/sesakukeikakumatome/1426662217630.html ○ 第4次太子町男女共同参画プラン

881 28 兵庫県 4815 上郡町 上郡町ＤＶ防止・被害者支援基本計画 平成30年5月31日 http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=12305

882 28 兵庫県 5013 佐用町 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成29年3月 http://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=3771 ○ 佐用町男女共同参画推進計画

883 28 兵庫県 5854 香美町 香美町DV防止基本計画 平成28年3月 令和4年5月 https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1653788772156/index.html ○ 第３次香美町男女共同参画行動計画

884 28 兵庫県 5862 新温泉町 第３次新温泉町男女共同参画社会プラン 平成24年6月29日 平成30年3月 https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&page_id=04cdf8ccc7456f64aea4b3c840d0c437 ○ 第３次新温泉町男女共同参画社会プラン

885 29 奈良県 2010 奈良市 奈良市男女共同参画計画（第３次） 平成22年9月 令和4年3月 https://www.city.nara.lg.jp/site/keikaku/139505.html ○ 奈良市男女共同参画計画（第３次）

886 29 奈良県 2028 大和高田市 大和高田市ＤＶ防止基本計画 平成29年3月 https://www.city.yamatotakada.nara.jp/soshikikarasagasu/jinkenshisakuka/jinken_danjokyodosankaku/2/1868.html ○ 大和高田市男女共同参画計画　ビッグステップ（第３次）

887 29 奈良県 2036 大和郡山市 大和郡山市男女共同参画基本計画（第三期） 平成31年3月 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/soshiki/jinkenshisakusuishinka/jinken_danjokyodosankaku/2/2424.html ○ 大和郡山市男女共同参画基本計画（第三期）

888 29 奈良県 2052 橿原市
橿原市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策の実施に関する基
本計画（第2次）

平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c3524a2f1a7f00f31b1f241 ○ 橿原市男女共同参画行動計画(第3次)

889 29 奈良県 2061 桜井市 桜井市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画 平成27年3月 https://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/shiminseikatsu/jinkensesakuka/danjokyodosankaku/1394165012310.html ○ 第２次　さくらい男女共同参画プラン２１

890 29 奈良県 2079 五條市 第２次五條市男女共同参画計画 平成31年3月 https://www.city.gojo.lg.jp/soshiki/jinken/1_1/keikaku/7655.html ○ 第２次五條市男女共同参画計画

891 29 奈良県 2095 生駒市 生駒市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画 平成27年3月 https://www.city.ikoma.lg.jp/0000000634.html ○ 生駒市男女共同参画行動計画（第３次）

892 29 奈良県 2109 香芝市 第3次香芝市男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/14/23704.html ○ 第3次香芝市男女共同参画プラン

893 29 奈良県 2117 葛城市 葛城市DV防止基本計画 平成31年3月 http://www.city.katsuragi.nara.jp/soshiki/jinkenseisakuka/2/1540.html ○ 第２次葛城市男女共同参画基本計画

894 29 奈良県 2125 宇陀市 宇陀市ＤＶ対策基本計画 平成30年3月 https://www.city.uda.nara.jp/jinkensuishin/kurashi/danjo/dannjyo2.html ○ 宇陀市男女共同参画計画（第2次）

895 29 奈良県 3431 三郷町 三郷町男女共同参画等計画 令和4年3月 〇 三郷町男女共同参画等計画

896 29 奈良県 4268 広陵町 広陵町男女共同参画行動計画 平成30年3月 https://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=3054&frmCd=7-18-0-0-0 ○ 広陵町男女共同参画行動計画

897 29 奈良県 4438 下市町 下市町男女共同参画等計画 令和4年4月 https://www.town.shimoichi.lg.jp/0000001365.html 〇 下市町男女共同参画等計画

898 29 奈良県 4462 天川村 天川村男女共同参画等計画 令和2年3月 http://www.vill.tenkawa.nara.jp/office/wp-content/uploads/2020/03/danjyokyoudou.pdf ○ 天川村男女共同参画等計画
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899 29 奈良県 4497 十津川村 十津川村女性活躍・男女共同参画プラン 令和2年3月 https://www.vill.totsukawa.lg.jp/administration/gyousei/pdf/plan/jyumin01.pdf ○ 十津川村女性活躍・男女共同参画プラン

900 30 和歌山県 2015 和歌山市 第５次和歌山市男女共同参画推進行動計画（和歌山市ＤＶ被害者支援基本計画） 令和4年4月 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kyoudou_jinken_byoudou/1001128/1002555.html ○ 第5次和歌山市男女共同参画推進行動計画

901 30 和歌山県 2023 海南市 第３次海南市男女共同参画基本計画 平成29年3月 http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/soumubu/jinkensuishingakari/jinkensuishingakaritorikumi/1485392512217.html ○ 第３次海南市男女共同参画基本計画

902 30 和歌山県 2031 橋本市 第3次橋本市男女共同参画計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/sogoseisakubu/jinkendanjyosuishin/danjyokyoudosankaku/1362362005704.html ○ 第3次橋本市男女共同参画計画

903 30 和歌山県 2040 有田市 第3次有田市男女共同参画プラン 平成15年3月 平成30年3月 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sodan/1002351.html ○ 有田市子ども・子育て支援事業計画

904 30 和歌山県 2058 御坊市 第2次御坊市男女共同参画プラン 平成17年4月1日 平成26年3月 http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/siminfukusi/jinken/tanto/danjyokyoudou/1401424910136.html ○ 第2次御坊市男女共同参画プラン

905 30 和歌山県 2066 田辺市 第2次田辺市男女共同参画プラン 平成26年3月 http://www.city.tanabe.lg.jp/danjo/plan_.html ○ 第2次田辺市男女共同参画プラン

906 30 和歌山県 2074 新宮市 第２次新宮市男女共同参画プラン 平成23年3月 平成30年4月1日 http://www.city.shingu.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=43219 ○ 第２次新宮市男女共同参画プラン

907 30 和歌山県 2082 紀の川市 第２次紀の川市男女共同参画推進プラン 平成30年3月 http://www.city.kinokawa.lg.jp/jinken/danjyo-keikaku.html ○ 紀の川市男女共同参画推進プラン

908 30 和歌山県 2091 岩出市 第４次岩出市男女共同参画プラン　ハーモニープラン 平成29年3月 http://www.city.iwade.lg.jp/koushitsu/danjo/plan.html ○ 第４次岩出市男女共同参画プラン

909 30 和歌山県 3046 紀美野町 第2次紀美野町男女共同参画基本計画 平成23年3月 平成29年3月 http://www.town.kimino.wakayama.jp/gyosei/keikaku/933.html ○ 第2次紀美野町男女共同参画基本計画

910 30 和歌山県 3411 かつらぎ町 男女共同参画基本計画 平成15年4月 令和4年4月1日 https://www.town.katsuragi.wakayama.jp/050/050/020/2022-0530-0903-44.html ○ 男女共同参画基本計画

911 30 和歌山県 3615 湯浅町 湯浅町男女共同参画基本計画 平成24年3月 平成29年4月1日 ○ 湯浅町男女共同参画基本計画

912 30 和歌山県 3623 広川町 第2次広川町男女共同参画基本計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/hirogawa/jouhoukoukai/pdf/dai2_danjosankaku_kihonkeikaku.pdf ○ 広川町男女共同参画基本計画

913 30 和歌山県 3666 有田川町 有田川町男女共同参画計画～コンチェルトⅢ～ 平成22年3月31日 令和2年4月1日 https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/chosei/keikaku/1892.html ○ 有田川町男女共同参画計画

914 30 和歌山県 3810 美浜町 美浜町男女共同参画計画 平成29年3月 http://www.town.mihama.wakayama.jp/docs/2017042400017/ ○ 美浜町男女共同参画計画

915 30 和歌山県 3828 日高町 日高町男女共同参画計画 令和3年3月 http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2021042600025/ ○ 日高町男女共同参画計画

916 30 和歌山県 3917 みなべ町 みなべ町男女共同参画基本計画 平成28年4月 ○ みなべ町男女共同参画基本計画

917 30 和歌山県 3925 日高川町 第3次日高川町男女共同参画基本計画 平成21年3月 令和4年3月 http://www.town.hidakagawa.lg.jp/town/sec_soumu/soumu/danjokyoudousankaku.html ○ 日高川町男女共同参画基本計画

918 30 和歌山県 4018 白浜町 白浜町男女共同参画基本計画「しらはまウィズプラン」 平成25年3月 http://www.town.shirahama.wakayama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/6/danjokihonkeikaku.pdf ○ 白浜町男女共同参画基本計画「しらはまウィズプラン」

919 30 和歌山県 4042 上富田町 上富田町男女共同参画基本計画（改訂版） 平成22年4月 令和2年4月1日 http://www.town.kamitonda.lg.jp/danjo/pdf/danjo_gaiyoban.pdf ○ 上富田町男女共同参画基本計画（改訂版）

920 30 和歌山県 4069 すさみ町 すさみ町男女共同参画基本計画 平成24年3月 ○ すさみ町男女共同参画基本計画

921 30 和歌山県 4280 串本町 串本町男女共同参画基本計画 令和2年3月 https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/gyosei/chousei/danjyokyoudousankauk-plan.html ○ 串本町男女共同参画基本計画

922 31 鳥取県 2011 鳥取市 第４次鳥取市男女共同参画かがやきプラン 平成18年1月 令和3年4月1日 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1615786649883/index.html ○ 鳥取市男女共同参画かがやきプラン

923 31 鳥取県 2029 米子市 第３次米子市男女共同参画推進計画 平成15年3月 平成30年4月1日 https://www.city.yonago.lg.jp/secure/29002/3_keikaku.pdf ○
米子市男女共同参画推進計画 　米子市人権施策基本方針･米子市人権施策推進プラ
ン

924 31 鳥取県 2037 倉吉市 第6次くらよし男女共同参画プラン 平成8年3月 令和3年3月 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/user/filer_public/3e/11/3e113c1a-d05f-46ff-a5b4-2ae210032b18/di-5ci-kurayoshinan-nu-gong-tong-can-hua-puranh30nian-2yue-gai-ding-ban-ben-bian.pdf ○ くらよし男女共同参画プラン

925 31 鳥取県 2045 境港市 境港市女（ひと）と男（ひと）とのいきいきプラン 平成17年1月 平成30年12月 http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=108999 ○ 境港市女（ひと）と男（ひと）とのいきいきプラン

926 31 鳥取県 3025 岩美町 いわみ虹色プラン－岩美町男女共同参画計画－ 平成23年3月29日 令和3年3月 http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?itemid=6336 ○ いわみ虹色プラン－岩美町男女共同参画計画－

927 31 鳥取県 3254 若桜町 若桜町男女共同参画プラン 平成15年1月20日 令和4年4月1日 http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id=58 ○ 若桜町男女共同参画プラン

928 31 鳥取県 3289 智頭町 智頭町男女共同参加プラン 平成13年3月 平成30年4月 http://cms.sanin.jp/p/chizu/soumu/jinken/01/ ○ 智頭町男女共同参画プラン

929 31 鳥取県 3297 八頭町 八頭町男女共同参画プラン 平成18年3月6日 令和3年3月 http://www.town.yazu.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1645 ○ 八頭町男女共同参画プラン

930 31 鳥取県 3645 三朝町 三朝町男女共同参画プラン 平成18年3月27日 令和3年3月 http://www.town.misasa.tottori.jp/315/441/19243.html ○ 三朝町男女共同参画プラン

931 31 鳥取県 3700 湯梨浜町 ゆりはま男女共同参画プラン 平成18年3月 平成31年3月 http://www.yurihama.jp/uploaded/attachment/7827.pdf ○ ゆりはま男女共同参画プラン

932 31 鳥取県 3718 琴浦町 琴浦町男女共同参画プラン 平成20年3月28日 平成30年3月31日 https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2018041800044/ ○ 琴浦町男女共同参画プラン

933 31 鳥取県 3726 北栄町 第３次北栄町男女共同参画基本計画 平成24年3月 平成29年7月 http://www.e-hokuei.net/4341.htm ○ 北栄町男女共同参画基本計画

934 31 鳥取県 3840 日吉津村 日吉津村男女共同参画計画 平成21年3月 平成25年3月 http://www.hiezu.jp/list/jumin/s172/m142/q100/ ○ 日吉津村男女共同参画基本計画

https://www.vill.totsukawa.lg.jp/administration/gyousei/pdf/plan/jyumin01.pdf
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kyoudou_jinken_byoudou/1001128/1002555.html
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/soumubu/jinkensuishingakari/jinkensuishingakaritorikumi/1485392512217.html
https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/sogoseisakubu/jinkendanjyosuishin/danjyokyoudosankaku/1362362005704.html
https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sodan/1002351.html
http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/siminfukusi/jinken/tanto/danjyokyoudou/1401424910136.html
http://www.city.tanabe.lg.jp/danjo/plan_.html
http://www.city.shingu.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=43219
http://www.city.kinokawa.lg.jp/jinken/danjyo-keikaku.html
http://www.city.iwade.lg.jp/koushitsu/danjo/plan.html
http://www.town.kimino.wakayama.jp/gyosei/keikaku/933.html
https://www.town.katsuragi.wakayama.jp/050/050/020/2022-0530-0903-44.html
http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/hirogawa/jouhoukoukai/pdf/dai2_danjosankaku_kihonkeikaku.pdf
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/chosei/keikaku/1892.html
http://www.town.mihama.wakayama.jp/docs/2017042400017/
http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2021042600025/
http://www.town.hidakagawa.lg.jp/town/sec_soumu/soumu/danjokyoudousankaku.html
http://www.town.shirahama.wakayama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/6/danjokihonkeikaku.pdf
http://www.town.kamitonda.lg.jp/danjo/pdf/danjo_gaiyoban.pdf
https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/gyosei/chousei/danjyokyoudousankauk-plan.html
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1615786649883/index.html
https://www.city.yonago.lg.jp/secure/29002/3_keikaku.pdf
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/user/filer_public/3e/11/3e113c1a-d05f-46ff-a5b4-2ae210032b18/di-5ci-kurayoshinan-nu-gong-tong-can-hua-puranh30nian-2yue-gai-ding-ban-ben-bian.pdf
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=108999
http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?itemid=6336
http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id=58
http://cms.sanin.jp/p/chizu/soumu/jinken/01/
http://www.town.yazu.tottori.jp/dd.aspx?menuid=1645
http://www.town.misasa.tottori.jp/315/441/19243.html
http://www.yurihama.jp/uploaded/attachment/7827.pdf
https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2018041800044/
http://www.e-hokuei.net/4341.htm
http://www.hiezu.jp/list/jumin/s172/m142/q100/
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935 31 鳥取県 3866 大山町 大山町男女共同参画プラン 平成19年3月 平成29年3月 http://www.daisen.jp/1/10/5/3/ ○ 大山町男女共同参画プラン

936 31 鳥取県 3891 南部町 南部町男女共同参画プラン 平成20年7月 平成31年3月 https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/soumuka/w376/ ○ 南部町男女共同参画プラン

937 31 鳥取県 3904 伯耆町 伯耆町男女共同参画推進計画 平成18年3月 令和3年3月 https://www.houki-town.jp/new1/10/3/14/y105/ ○ 伯耆町男女共同参画推進計画

938 31 鳥取県 4013 日南町 日南町男女共同参画推進計画 平成16年3月 平成31年3月 https://www.town.nichinan.lg.jp/kurashi_kankyo/danjokyodosankaku/1823.html ○ 日南町男女共同参画推進計画

939 31 鳥取県 4021 日野町 第３次日野町男女共同参画プラン 平成16年3月 平成30年3月 http://www.town.hino.tottori.jp/2917.htm ○ 第３次日野町男女共同参画プラン

940 31 鳥取県 4030 江府町 江府町男女共同参画プラン 平成17年3月 平成29年4月 http://www.town-kofu.jp/2/chousei/r133/s164/u100/ ○ 江府町男女共同参画プラン

941 32 島根県 2016 松江市 第3次松江市男女共同参画計画 平成30年3月 令和4年3月 http://www1.city.matsue.shimane.jp/shiminsoudan/danjyo/danjyo3plan.html ○ 第3次松江市男女共同参画計画

942 32 島根県 2024 浜田市 浜田市男女共同参画推進計画（第4次）－浜田市ＤＶ対策基本計画－ 平成19年2月 令和4年3月 https://www.city.hamada.shimane.jp/www/genre/1000170010209/index.html ○ 浜田市男女共同参画推進計画（第4次）

943 32 島根県 2032 出雲市 第4次出雲市ＤＶ（配偶者からの暴力）対策基本計画改訂版 平成21年3月3日 令和4年2月 https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1646201615820/index.html ○ 第5次出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画

944 32 島根県 2041 益田市 益田市男女共同参画計画 平成13月3月 令和3年3月 https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/27/940.html ○ 第4次益田市男女共同参画計画

945 32 島根県 2059 大田市 第2次大田市男女共同参画計画 平成18年11月 平成28年3月 https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_organization/25/26/325/20225 ○ 第２次大田市男女共同参画計画

946 32 島根県 2067 安来市 安来市男女共同参画計画 平成16年3月 令和2年3月 https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/shiminkatsudo/jinken/daiyojiyasugisidanjyok ○ 第4次安来市男女共同参画計画

947 32 島根県 2075 江津市 第4次江津市男女共同参画推進計画 平成14年4月1日 令和4年3月 https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/14/7687.html ○ 第4次江津市男女共同参画推進計画

948 32 島根県 2091 雲南市 第2次雲南市男女共同参画計画 平成19年3月 令和2年3月 https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/machidukuri/jinkenl/gyousei04.html ○ 第2次雲南市男女共同参画計画

949 32 島根県 3438 奥出雲町 第3次奥出雲町男女共同参画計画 平成23年3月 令和4年3月 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1648620456146/index.html ○ 奥出雲町男女共同参画計画

950 32 島根県 3861 飯南町 第3次飯南町男女共同参画計画 平成19年3月 令和4年3月 http://www.iinan.jp/uploaded/atta ○ 飯南町男女共同参画計画

951 32 島根県 4418 川本町 第3次川本町男女共同参画推進計画 平成18年3月 令和4年3月 http://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/doc/danjo/4953 ○ 川本町男女共同参画基本計画

952 32 島根県 4485 美郷町 第3次美郷町男女共同参画計画 平成21年3月 令和4年3月 ○ 美郷町男女共同参画計画

953 32 島根県 4493 邑南町 第二次邑南町男女共同参画計画　－邑南町ＤＶ対策基本計画ー 平成19年3月 平成29年3月 https://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/1001000000330/index.html ○ 邑南町男女共同参画計画

954 32 島根県 5015 津和野町 津和野町男女共同参画計画 平成21年10月 平成31年3月 https://www.tsuwano.net/www/contents/1560477564767/index.html ○ 津和野町男女共同参画基本計画

955 32 島根県 5058 吉賀町 吉賀町男女共同参画計画 平成22年3月 平成30年2月 http://www.town.yoshika.lg.jp/about/cyousei/kakushukeikaku.data/secyoshikadanjyokyoudousankaku.pdf ○ 第２次吉賀町男女共同参画計画

956 32 島根県 5252 海士町 海士町男女共同参画推進計画 平成22年3月 令和4年4月 ○ 海士町男女共同参画推進計画

957 32 島根県 5261 西ノ島町 西ノ島町男女共同参画計画 平成30年11月 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/profile/507 ○ 西ノ島町男女共同参画計画

958 32 島根県 5279 知夫村 第２次知夫村男女共同参画計画 平成24年度 令和4年3月 http://www.vill.chibu.lg.jp/files/original/202204111315401721738.pdf

959 32 島根県 5287 隠岐の島町 第4次隠岐の島町男女共同参画計画 平成18年9月 令和4年3月 https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1493709969042/index.html ○ 隠岐の島町男女共同参画計画

960 33 岡山県 1007 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する基本計画（第５次さんかくプラン） 平成22年3月 令和4年3月 https://www.city.okayama.jp/shisei/category/4-12-35-4-4-0-0-0-0-0.html ○ 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する基本計画（第５次さんかくプラン）

961 33 岡山県 2020 倉敷市 第四次くらしきハーモニープラン（第四次倉敷市男女共同参画基本計画） 平成21年3月 令和3年3月 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/danjyo/plan4/ ○ 第四次くらしきハーモニープラン（第四次倉敷市男女共同参画基本計画）

962 33 岡山県 2038 津山市 第４次津山男女共同参画さんさんプラン 平成30年3月 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=6522 ○ 第４次津山男女共同参画さんさんプラン

963 33 岡山県 2046 玉野市 第５次たまの男女共同参画プラン 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/5/28184.html ○ 第５次たまの男女共同参画プラン

964 33 岡山県 2054 笠岡市 第２次笠岡市ＤＶ防止基本計画 平成30年3月 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/17/13437.html ○ 第４次かさおかウィズプラン

965 33 岡山県 2071 井原市 井原市DV防止及び被害者支援計画 平成23年3月 令和3年3月 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2021031200021/file_contents/PLAN.pdf ○ 第４次いばら男女共同参画プラン

966 33 岡山県 2089 総社市 第５次総社市男女共同参画プラン 平成24年3月 令和4年3月 http://www.city.soja.okayama.jp/jinken-machi/shisei/danjokyoudousankaku.html ○ 第５次総社市男女共同参画プラン

967 33 岡山県 2097 高梁市 高梁市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画 令和3年3月 http://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/13/kihonkeikaku3.html ○ 第3次高梁市男女共同参画基本計画

968 33 岡山県 2101 新見市 新見市配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護等に関する基本計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/index/9463.html ○ 第４次にいみ男女共同参画プラン

969 33 岡山県 2119 備前市 備前市DV防止基本計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/11/795.html ○ 第４次備前市男女共同参画基本計画

970 33 岡山県 2127 瀬戸内市 第３次瀬戸内市男女共同参画基本計画 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/75/123045.html ○ 第３次瀬戸内市男女共同参画基本計画
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971 33 岡山県 2135 赤磐市 第４次赤磐市男女共同参画基本計画 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.akaiwa.lg.jp/shisei/keikaku/sankaku/2363.html ○ 第４次赤磐市男女共同参画基本計画

972 33 岡山県 2143 真庭市 あい・プランまにわ（真庭市第４次男女共同参画基本計画） 令和3年3月 http://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/12/1751.html ○ あい・プランまにわ（第４次真庭市男女共同参画基本計画）

973 33 岡山県 2151 美作市 第３次美作市男女共同参画プラン 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/shimin/shimin/jinken_danjyo/danjyo/danjyo_plan/ ○ 第３次美作市男女共同参画プラン

974 33 岡山県 2160 浅口市 第3次浅口市男女共同参画基本計画 平成31年3月 http://www.city.asakuchi.lg.jp/boshu/30danzyokeikaku3.html ○ 第3次浅口市男女共同参画基本計画

975 33 岡山県 3468 和気町 和気町男女共同参画プラン（第2期） 令和3年3月 https://www.town.wake.lg.jp/gyosei/chosei/wakeKeikaku/#tag22 ○ 和気町男女共同参画プラン（第2期）

976 33 岡山県 4235 早島町 第３次早島町男女共同参画基本計画【中間見直し版】 平成29年3月 令和4年4月 http://www.town.hayashima.lg.jp/soshikikarasagasu/kikaku/danjo/1661757348613.html ○ 第３次早島町男女共同参画基本計画【中間見直し版】

977 33 岡山県 4456 里庄町 第３次里庄町男女共同参画基本計画 平成30年3月 https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/3/1082.html ○ 第３次里庄町男女共同参画基本計画

978 33 岡山県 4618 矢掛町 第２次矢掛町男女共同参画推進計画 平成29年3月 ○ 第２次矢掛町男女共同参画推進計画

979 33 岡山県 5860 新庄村 第３次新庄村男女共同参画基本計画 平成29年3月 令和4年1月 http://www.vill.shinjo.okayama.jp/assets/files/20220516-022809.pdf ○ 第４次新庄村男女共同参画基本計画

980 33 岡山県 6068 鏡野町 鏡野町DV防止計画 平成31年3月 http://www.town.kagamino.lg.jp/wp-content/uploads/2011/09/第2次鏡野町男女共同参画基本計画書（HP公開用）.pdf 〇 第２次鏡野町男女共同参画基本計画

981 33 岡山県 6220 勝央町 第2次勝央町男女共同参画推進基本計画 平成24年3月 令和4年3月 ○ 第2次勝央町男女共同参画推進基本計画

982 33 岡山県 6238 奈義町 奈義町ＤＶ対策基本計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chousei/houshin/comment/documents/yousiki.pdf ○ 第3次奈義町男女共同参画基本計画

983 33 岡山県 6637 久米南町 久米南町ＤＶ防止基本計画 平成28年3月 令和4年3月 https://www.town.kumenan.lg.jp/administration/planning/planning/documents/dai3jidanjokyoudousankakuplan.pdf ○ 第３次くめなん男女共同参画社会推進プラン

984 33 岡山県 6661 美咲町 第４次美咲町男女共同参画基本計画（美咲町ＤＶ対策基本計画） 平成29年3月 令和4年3月 https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/matidukuri/4932.html ○ 第４次美咲町男女共同参画基本計画

985 33 岡山県 6815 吉備中央町 吉備中央町ＤＶ防止基本計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/6/3516.html ○ 第３次吉備中央町男女共同参画基本計画

986 34 広島県 1002 広島市 第３次広島市男女共同参画基本計画 平成15年6月 令和3年3月 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/217988.html ○ 第３次広島市男女共同参画基本計画

987 34 広島県 2025 呉市 呉市ＤＶ防止基本計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/9/kaiteiban.html ○ くれ男女共同参画基本計画（第3次）改定版

988 34 広島県 2033 竹原市 第2次たけはら21男女共同参画プラン 平成14年3月 令和4年3月 https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikizukurika/gyomuannai/4/2/5591.html ○ 第3次たけはら21男女共同参画プラン

989 34 広島県 2041 三原市 第４次三原市男女共同参画プラン 平成19年3月 令和4年3月 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/danjyoplan29.html ○ 第４次三原市男女共同参画プラン

990 34 広島県 2050 尾道市 第２次尾道市男女共同参画基本計画 平成24年3月 令和4年3月 http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/13/48688.html ○ 第２次尾道市男女共同参画基本計画

991 34 広島県 2076 福山市 福山市ＤＶ対策基本計画（第２次） 平成25年3月 平成30年4月 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/equal/116172.html ○ 福山市男女共同参画基本計画（第4次）

992 34 広島県 2084 府中市 第３次府中市男女共同参画プラン 平成14年3月 令和4年7月 https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/kennkofukushibu/joseikodomoka/shisaku/863.html ○ 第３次府中市男女共同参画プラン

993 34 広島県 2092 三次市 三次市男女共同参画基本計画（第４次） 平成17年3月 令和3年3月 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/teijyu_m/kyouseisyakai_m/danjyo_kyodo_sankaku/danjyo_kyodosankaku_top.html ○ 三次市男女共同参画基本計画（第４次）

994 34 広島県 2106 庄原市 第２次庄原市男女共同参画プラン(後期計画) 平成24年10月 令和4年4月 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/government/gender/2_13.html ○ 第２次庄原市男女共同参画プラン（後期計画）

995 34 広島県 2114 大竹市 おおたけ男女共同参画プラン 平成11年8月 平成25年3月 https://www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/shiminseikatsu/jichishinko/gyomu/3/kyoudo/o_danzyo_p/1648624148559.html ○ おおたけ男女共同参画プラン

996 34 広島県 2122 東広島市 第３次東広島市男女共同参画推進計画 平成22年6月 令和2年3月 http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/6/6/22934.html ○ 第３次東広島市男女共同参画推進計画

997 34 広島県 2131 廿日市市 第2次廿日市市男女共同参画プラン 平成27年3月 令和2年3月 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/20/14089.html ○ 第2次廿日市市男女共同参画プラン

998 34 広島県 2149 安芸高田市 安芸高田市第2次男女共同参画プラン 平成18年3月 令和4年3月 https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/siminseikatu/dai3jidanjokyodosankaku/ ○ 安芸高田市第3次男女共同参画プラン

999 34 広島県 2157 江田島市 第２次江田島市男女共同参画基本計画 平成30年4月 http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/289 ○ 第２次江田島市男女共同参画基本計画

1000 34 広島県 3021 府中町 府中町男女共同参画プラン 平成19年3月 令和4年3月 https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/jinkensuishinshitu/35334.html ○ 府中町第4次男女共同参画プラン

1001 34 広島県 3048 海田町 海田町男女共同参画基本計画 平成20年3月 平成30年3月 https://www.town.kaita.lg.jp/uploaded/life/9566_20337_misc.pdf ○ 第２次海田町男女共同参画基本計画

1002 34 広島県 3072 熊野町 熊野町男女共同参画プラン（第三期） 平成20年2月 令和4年2月 https://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents/1646201181779/index.html 〇 第6次熊野町総合計画

1003 34 広島県 3099 坂町 坂町男女共同参画プラン 平成24年3月 令和4年3月 https://www.town.saka.lg.jp20170301danjo ○ 坂町第２次男女共同参画プラン

1004 34 広島県 3684 安芸太田町 安芸太田町男女共同参画基本計画 平成25年3月31日 平成30年3月 https://www.akiota.jp/life/4/24/ ○ 安芸太田町男女共同参画基本計画

1005 34 広島県 3692 北広島町 北広島町男女共同参画プラン（第3次） 平成20年7月 平成30年3月 https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/7/1286.html ○ 北広島町男女共同参画プラン（第3次）

1006 34 広島県 4311 大崎上島町 大崎上島町第2次男女共同参画推進基本計画 平成27年3月 令和2年3月 http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/jumin/3/1/760.html ○ 大崎上島町第2次男女共同参画推進計画
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1007 34 広島県 4621 世羅町 世羅町男女共同参画行動計画 平成22年3月 令和2年3月 https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/17/1.html ○
世羅町男女共同参画行動計画
「はんぶんこプラン」～世羅町男女共同参画行動計画～

1008 34 広島県 5454 神石高原町 神石高原町第2次男女共同参画推進基本計画 平成23年3月 平成29年3月 http://www.jinsekigun.jp/town/formation/mirai/machi/danjo/ ○ 神石高原町第2次男女共同参画推進基本計画

1009 35 山口県 2012 下関市 第3次下関市ＤＶ対策基本計画 平成23年3月 令和3年2月 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/24/3414.html ○ 第4次下関市男女共同参画基本計画

1010 35 山口県 2021 宇部市 第2次宇部市配偶者暴力等対策基本計画 令和4年3月 https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/shiminjinken/danjokyoudou/1003219/1015156/index.html

1011 35 山口県 2039 山口市 山口市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画 平成30年3月 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/40870.html ○ 第2次山口市男女共同参画基本計画

1012 35 山口県 2047 萩市 萩市配偶者暴力防止基本計画 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/15/h46728.html ○ 萩市男女共同参画プラン(第3次改定版）

1013 35 山口県 2063 防府市 防府市DV対策基本計画 平成30年3月 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/20/danjyo-keikaku-5.html ○ 第5次防府市男女共同参画推進計画(幸せますほうふハーモニープラン21）

1014 35 山口県 2071 下松市 下松市DV対策基本計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.city.kudamatsu.lg.jp/jinken/fukushi/jinken/jinken2.html ○ 第5次下松市男女共同参画プラン

1015 35 山口県 2080 岩国市 岩国市ＤＶ対策基本計画 平成30年3月 https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/5/2691.html ○ 第3次岩国市男女共同参画基本計画

1016 35 山口県 2101 光市 光市DV対策基本計画 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.hikari.lg.jp/jinken/keikaku.html ○ 第4次光市男女共同参画基本計画

1017 35 山口県 2110 長門市 長門市DV対策基本計画 平成21年3月 令和4年3月 https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/61/18878.html ○ ながと男女共同参画計画（第4次）

1018 35 山口県 2128 柳井市 柳井市ＤＶ対策基本計画 平成30年3月 https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/gender-equality.html ○ 第3次柳井市男女共同参画基本計画

1019 35 山口県 2136 美祢市 美祢市配偶者暴力対策基本計画 平成28年9月 令和3年3月 https://www2.city.mine.lg.jp/gyosei/danjo/4004.html ○ 第3次美祢市男女共同参画しあわせプラン

1020 35 山口県 2152 周南市 周南市DV防止基本計画 平成27年3月 令和2年3月 http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/22/3024.html ○ 第2次周南市男女共同参画基本計画すまいるプラン周南

1021 35 山口県 2161 山陽小野田市 第3次さんようおのだ男女共同参画プラン 平成31年3月 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/12/sankakuplan.html ○ 第3次さんようおのだ男女共同参画プラン

1022 35 山口県 3051 周防大島町 すおうおおしま男女共同参画プラン(周防大島町男女共同参画基本計画) 平成28年3月 令和3年3月 https://www.town.suo-oshima.lg.jp/seisakukikaku/kyoudousankaku_kihonkeikaku_r3.html ○ すおうおおしま男女共同参画プラン(周防大島町男女共同参画基本計画)

1023 35 山口県 3418 上関町 上関町男女共同参画プラン 令和2年5月 https://www.town.kaminoseki.lg.jp/その他公表.html ○ 上関町男女共同参画プラン

1024 35 山口県 3434 田布施町 田布施町ＤＶ対策基本計画 平成30年3月 http://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1522199309603/index.html ○ 第3次田布施町男女共同参画プラン

1025 35 山口県 3442 平生町 平生町ＤＶ対策基本計画 平成28年3月 令和4年3月 http://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chiiki/machi/danjyo/1649123044526.html ○ 第4次平生町男女共同参画プラン

1026 36 徳島県 2018 徳島市 第3次男女共同参画プラン・とくしま 平成29年3月 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/genderequality/danjo/danjo_plan/danjo_plan.html ○ 第3次男女共同参画プラン・とくしま

1027 36 徳島県 2026 鳴門市 第３次鳴門市男女行動計画（鳴門パートナーシッププランⅢステージ） 令和3年3月 https://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/kangaeru/keikaku/partner/ ○ 第３次鳴門市男女行動計画（鳴門パートナーシッププランⅢステージ）

1028 36 徳島県 2034 小松島市 第２次小松島市男女共同参画計画 平成26年3月 https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/2758.html ○ 第２次小松島市男女共同参画計画

1029 36 徳島県 2042 阿南市 第３次阿南市男女共同参画基本計画 平成31年3月 http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2019041700013/ ○ 第３次阿南市男女共同参画基本計画

1030 36 徳島県 2051 吉野川市 第３次吉野川市男女共同参画基本計画 平成31年3月 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2019070800159/ ○ 第３次吉野川市男女共同参画基本計画

1031 36 徳島県 2069 阿波市 阿波市男女共同参画基本計画（第３次） 平成31年3月 ○ 阿波市男女共同参画基本計画（第３次）

1032 36 徳島県 2077 美馬市 美馬市男女共同参画基本計画（第３次） 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sougoukeikaku-p/2020-0527-1916-375.html ○ 美馬市男女共同参画基本計画（第３次）

1033 36 徳島県 2085 三好市 三好市男女共同参画基本計画（第３次） 平成31年3月 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/694571.html ○ 三好市男女共同参画基本計画（第３次）

1034 36 徳島県 3014 勝浦町 勝浦町町男女共同参画基本計画 令和4年3月 http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2022041900017/ ○ 勝浦町男女共同参画基本計画

1034 36 徳島県 4011 松茂町 松茂町男女共同参画計画（Ｖｅｒ．１） 令和2年3月 https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2020051900010/ ○ 松茂町男女共同参画計画Ｖｅｒ１

1035 36 徳島県 4037 藍住町 第３次藍住町男女共同参画プラン 令和元年7月 https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2019071200040/ ○ 第３次藍住町男女共同参画プラン

1036 36 徳島県 4681 つるぎ町 第３次つるぎ町男女共同参画基本計画 平成29年4月 令和4年4月 https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/docs/319801.html ○ つるぎ町男女共同参画基本計画

1037 37 香川県 2013 高松市 第5次たかまつ男女共同参画プラン 平成24年2月 令和4年3月 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/jinken/gender/sannkakupur ○ 第5次たかまつ男女共同参画プラン

1038 37 香川県 2021 丸亀市 第4次男女共同参画プランまるがめ 平成23年3月 令和4年3月 https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i39531/ ○ 第4次男女共同参画プランまるがめ

1039 37 香川県 2030 坂出市 第2次坂出市男女共同参画計画 平成23年3月 令和3年3月 http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/jinken/danjyokyoudou.html ○ 第2次坂出市男女共同参画計画

1040 37 香川県 2048 善通寺市 善通寺市第2次男女共同参画プラン 平成27年12月1日 令和3年3月 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/11/danzyo.html 〇 善通寺市第2次男女共同参画プラン

1041 37 香川県 2056 観音寺市 第2次観音寺市男女共同参画計画 平成21年3月 平成31年3月 https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/19147.html ○ 第2次観音寺市男女共同参画計画

https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/17/1.html
http://www.jinsekigun.jp/town/formation/mirai/machi/danjo/
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/24/3414.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/shiminjinken/danjokyoudou/1003219/1015156/index.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/40870.html
https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/15/h46728.html
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/20/danjyo-keikaku-5.html
http://www.city.kudamatsu.lg.jp/jinken/fukushi/jinken/jinken2.html
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/5/2691.html
http://www.city.hikari.lg.jp/jinken/keikaku.html
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/61/18878.html
https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/gender-equality.html
https://www2.city.mine.lg.jp/gyosei/danjo/4004.html
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/22/3024.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/12/sankakuplan.html
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/seisakukikaku/kyoudousankaku_kihonkeikaku_r3.html
https://www.town.kaminoseki.lg.jp/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E5%85%AC%E8%A1%A8.html
http://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1522199309603/index.html
http://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chiiki/machi/danjyo/1649123044526.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/genderequality/danjo/danjo_plan/danjo_plan.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/kangaeru/keikaku/partner/
https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/2758.html
http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2019041700013/
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2019070800159/
https://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sougoukeikaku-p/2020-0527-1916-375.html
https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/694571.html
http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2022041900017/
https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2020051900010/
https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2019071200040/
https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/docs/319801.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/jinken/gender/sannkakupurann5.html
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i39531/
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/jinken/danjyokyoudou.html
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/11/danzyo.html
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/19147.html
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1042 37 香川県 2064 さぬき市 第2次さぬき市男女共同参画プラン 平成26年3月 平成31年3月 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/executive/cooperate/cooperate ○ 第2次さぬき市男女共同参画プラン

1043 37 香川県 2072 東かがわ市 第3次東かがわ市男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.higashikagawa.jp/soshikikarasagasu/jinkensuishinka/gyomuannai/2/738.html ○ 第3次東かがわ市男女共同参画基本計画

1044 37 香川県 2081 三豊市 第3次三豊市男女共同参画プラン 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.mitoyo.lg.jp/gyosei/danjo/4235.html ○ 第3次三豊市男女共同参画プラン

1045 37 香川県 3249 小豆島町 小豆島町いきいきプラン～第2次男女共同参画基本計画～ 平成28年6月 https://www.town.shodoshima.lg.jp/gyousei/kurashi/jinken/2/2/1436.html ○ 小豆島町いきいきプラン～第2次男女共同参画基本計画～

1046 37 香川県 3419 三木町 令和4年度版三木町男女共同参画プラン 令和4年3月 〇 令和4年度版三木町男女共同参画プラン

1047 37 香川県 3648 直島町 直島町男女共同参画基本計画 平成29年3月 http://www.town.naoshima.lg.jp/government/keikaku/danjyokyoudou29.html ○ 直島町男女共同参画基本計画

1048 37 香川県 3869 宇多津町 第2次宇多津町男女共同参画基本計画 平成30年3月 https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/chosei/keikaku/shakaiseikatsu/ ○ 第2次宇多津町男女共同基本計画

1049 37 香川県 3877 綾川町 第2次綾川町男女共同参画プラン 平成31月3月 https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2019052200014/ ○ 第2次綾川町男女共同参画プラン

1050 37 香川県 4032 琴平町 第2次琴平町男女共同参画基本計画 令和3年4月 https://www.town.kotohira.kagawa.jp/soshiki/14/6289.html ○ 第2次琴平町男女共同参画基本計画

1051 37 香川県 4041 多度津町 第3次たどつ男女共同参画プラン 平成28年3月 令和3年6月 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/itwinfo/i2347/ ○ 第3次たどつ男女共同参画プラン

1052 37 香川県 4067 まんのう町 第3次まんのう町男女共同参画プラン 令和4年3月 https://www.town.manno.lg.jp/chosei/gyosei/keikaku/jinken/entry-2794.html ○ 第3次まんのう町男女共同参画プラン

1053 38 愛媛県 2019 松山市 第３次松山市男女共同参画基本計画 平成29年3月 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/danjo/kihon-honpen.html ○ 第３次松山市男女共同参画基本計画

1054 38 愛媛県 2027 今治市 今治市男女共同参画計画 平成15年3月 令和2年3月 https://www.city.imabari.ehime.jp/jinken/danjyo/keikaku/ ○ 今治市男女共同参画計画

1055 38 愛媛県 2035 宇和島市 第３次宇和島市男女共同参画基本計画 平成30年3月 https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/3/danjyo-keikaku3.html ○ 第３次宇和島市男女共同参画基本計画

1056 38 愛媛県 2043 八幡浜市 第２次八幡浜市男女共同参画計画 　～　共に創ろう、笑顔輝くまち　八幡浜　～ 平成29年3月 http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2017030200025/files/dainijikeikaku.pdf ○ 第２次八幡浜市男女共同参画計画

1057 38 愛媛県 2051 新居浜市 第３次新居浜市男女共同参画計画　ともにいきいき新居浜プラン２１ 令和3年3月 https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/keikaku3.html ○ 第３次新居浜市男女共同参画計画

1058 38 愛媛県 2060 西条市 第２次西条市男女共同参画計画　わたしを活かす・地域をいかす 平成28年3月 https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/somu/sakutei2.html 〇 第２次西条市男女共同参画計画

1059 38 愛媛県 2078 大洲市 第２次大洲市男女共同参画推進計画 平成18年3月 平成28年3月 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kikaku/19774.html ○ 第２次大洲市男女共同参画推進計画

1060 38 愛媛県 2108 伊予市 第２次伊予市男女共同参画基本計画 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.iyo.lg.jp/soumu/shise/shisaku/gender/plan_2nd.html ○ 第2次伊予市男女共同参画基本計画（中間改定）

1061 38 愛媛県 2132 四国中央市 第２次四国中央市男女共同参画計画 平成22年3月 平成28年2月 https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/12/1602.html ○ 第２次四国中央市男女共同参画計画

1062 38 愛媛県 2159 東温市 第２次東温市男女共同参画計画 平成28年3月 https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/2/1937.html ○ 第2次東温市男女共同参画計画

1063 38 愛媛県 3562 上島町 第2次上島町男女共同参画推進計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/5/19009.html ○ 第2次上島町男女共同参画推進計画

1064 38 愛媛県 3864 久万高原町 第２次久万高原町男女共同参画推進計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.kumakogen.jp/soshiki/2/13001.html ○ 第２次久万高原町男女共同参画推進計画

1065 38 愛媛県 4011 松前町 第２次男女共同参画計画・まさき 平成15年3月 平成27年3月 ○ 第2次男女共同参画計画・まさき

1066 38 愛媛県 4020 砥部町 第２次砥部町男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/2/danjyosankaku-keikaku.html ○ 第２次砥部町男女共同参画計画

1067 38 愛媛県 4224 内子町 第３次内子町男女共同参画基本計画 平成27年3月 令和2年3月 https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/1/danjyokihonkeikaku3.html ○ 第3次内子町男女共同参画基本計画

1068 38 愛媛県 4429 伊方町 第２次伊方町男女共同参画基本計画 平成22年3月 令和2年3月 https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/1/13476.html ○ 第２次伊方町男女共同参画基本計画

1069 38 愛媛県 4887 鬼北町 第３次鬼北町男女共同参画基本計画 平成31年3月 ○ 第3次鬼北町男女共同参画基本計画

1070 38 愛媛県 4844 松野町 松野町男女共同参画計画 平成26年10月 ○ 松野町男女共同参画基本計画

1071 38 愛媛県 5069 愛南町 第３次愛南町男女共同参画推進計画 平成18年4月 令和3年3月 https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/chosei/jinkenkyodo/danjokyodo/danjokeikaku3_00.html ○ 第３次愛南町男女共同参画推進計画

1072 39 高知県 2031 安芸市 第２次あき男女共同参画プラン 平成15年3月 平成27年3月 https://www.city.aki.kochi.jp/download/?t=LD&id=2736&fid=49171 ○ 第２次あき男女共同参画プラン

1073 39 高知県 2049 南国市 第２次南国市男女共同参画推進計画　女性活躍推進計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=7300 ○ 第２次南国市男女共同参画推進計画　女性活躍推進計画

1074 39 高知県 2057 土佐市 土佐市DV対策基本計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3844 ○ 第２次土佐市人・ひと共同参画プラン（後期計画）

1075 39 高知県 2103 四万十市 第２次四万十市男女共同参画計画　―しまんと男女共同参画プラン― 平成30年3月 平成30年3月 https://www.city.shimanto.lg.jp/site/plans/3425.html ○ 第２次四万十市男女共同参画計画　―しまんと男女共同参画プラン―

1076 39 高知県 2111 香南市 第２次香南市男女共同参画基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.kochi-konan.lg.jp/shiseijoho/jinken_danjokyodosankaku/4134.html ○ 第２次香南市男女共同参画基本計画

1077 39 高知県 3045 安田町 第２期安田町男女共同参画計画 平成29年3月 令和4年3月 https://www.town.yasuda.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1684 ○ 第２期安田町男女共同参画計画
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1078 39 高知県 3860 いの町 第４次いの町男女共同参画プラン 平成26年3月 平成31年3月 http://www.town.ino.kochi.jp/pdf/2019_danjyokyodou.pdf ○ 第４次いの町男女共同参画プラン

1079 39 高知県 4017 中土佐町 中土佐町男女共同参画プラン 平成19年3月 平成27年3月 http://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=441 ○ 中土佐町男女共同参画プラン

1080 39 高知県 4025 佐川町 佐川町ＤＶ対策基本計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.town.sakawa.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=1104 ○ 第２次佐川町男女共同参画計画

1081 39 高知県 4106 日高村 第２次日高村男女共同参画プラン 平成27年3月 ○ 第2次日高村男女共同参画プラン

1082 39 高知県 4122 四万十町 第２次四万十町男女共同参画計画 平成19年3月 平成31年3月 https://www.town.shimanto.lg.jp/download/?t=LD&id=7922&fid=37475 ○ 第２次四万十町男女共同参画計画

1083 39 高知県 4289 黒潮町 第２次黒潮町男女共同参画計画 平成27年3月 令和3年3月 https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/jinken/34 〇 第２次黒潮町男女共同参画計画

1084 40 福岡県 1005 北九州市 第3次北九州市ＤＶ対策基本計画  （令和元年度～令和5年度） 令和元年6月 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/12001140.html ○ 第４次北九州市男女共同参画基本計画

1085 40 福岡県 1307 福岡市
第3次福岡市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（令和3
年度～令和7年度）

平成23年2月8日 令和3年3月 http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-katei/life/dvsoudan.html ○ 福岡市男女共同参画基本計画（第4次）

1086 40 福岡県 2028 大牟田市 第3次おおむた男女共同参画プラン　（平成30年度～令和4年度） 平成30年3月 http://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=11183&class_set_id=1&class_id=256 ○ 第3次おおむた男女共同参画プラン

1087 40 福岡県 2036 久留米市 第3次久留米市ＤＶ対策基本計画（令和3年度～令和7年度） 平成22年8月 令和3年3月 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2100jinken/3012danjokeikaku/sankakukeikaku.html ○ 第4次久留米市男女共同参画行動計画

1088 40 福岡県 2044 直方市 第3次のおがた男女共同参画プラン（平成30年度～令和9年度） 平成30年3月 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_danjo/_2984.html ○ 第3次のおがた男女共同参画プラン

1089 40 福岡県 2052 飯塚市 第2次飯塚市男女共同参画プラン（令和4年度～令和8年度） 平成29年3月 http://www.city.iizuka.lg.jp/danjyo/kurashi/danjo/shisaku.html ○ 第2次飯塚市男女共同参画プラン

1090 40 福岡県 2061 田川市 第2次田川市男女共同参画プラン（平成29年度～令和8年度） 平成24年3月 平成29年3月 http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0034725/index.html ○ 第２次田川市男女共同参画プラン

1091 40 福岡県 2079 柳川市 第4次柳川市男女共同参画計画（令和4年度～令和8年度） 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kurashi/jinken/danjo.html ○ 第３次柳川市男女共同参画計画

1092 40 福岡県 2109 八女市 第3次八女市ＤＶ対策基本計画（令和3年度～令和7年度） 平成23年3月23日 令和3年3月 https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/shimin/5/2/7928.html ○ 第５次八女市男女共同参画行動計画

1093 40 福岡県 2117 筑後市 第3次筑後市DV対策基本計画（令和4年度～令和8年度） 平成24年3月 平成29年3月 https://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_2136/_2200/_28999.html ○ 第6次筑後市男女共同参画計画（ひろがり5）

1094 40 福岡県 2125 大川市 第3次大川市男女共同参画計画（令和3年度～令和12年度） 令和3年3月 http://www.city.okawa.lg.jp/s006/danjo/010/20150127183549.html ○ 第三次大川市男女共同参画計画後期実施計画

1095 40 福岡県 2133 行橋市 行橋市ＤＶ防止基本計画（令和2年度～令和6年度） 平成23年3月 ○ 第３次行橋市男女共同参画プラン

1096 40 福岡県 2141 豊前市 第２次豊前市男女共同参画行動計画（平成29年度～令和8年度） 平成29年3月 http://www.city.buzen.lg.jp/jinken/sankaku/kodokeikaku2.html ○ 第２次豊前市男女共同参画行動計画

1097 40 福岡県 2150 中間市 第3次中間市男女共同参画プラン（平成31年度～令和5年度） 平成26年4月1日 平成31年4月1日 http://www.city.nakama.lg.jp/kurashi/kyoiku/danjokyoudousankaku/danjoplan.html ○ 中間市男女共同参画プラン

1098 40 福岡県 2168 小郡市 第2次小郡市男女共同参画計画（平成２６年度～令和５年度） 平成26年2月 平成31年2月 http://www.city.ogori.fukuoka.jp/204/1124/2 ○ 第２次小郡市男女共同参画計画

1099 40 福岡県 2176 筑紫野市 第3次ちくしの男女共同参画プラン(平成30年度～令和9年度) 平成30年4月 https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/9/2216.html ○ 第3次ちくしの男女共同参画プラン

1100 40 福岡県 2184 春日市 春日市配偶者からの暴力防止基本計画（令和3年度～令和7年度） 平成23年3月 令和3年3月 http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/siseijoho/plan/citizen/doc/danjokyodouplan.pdf ○ 第４次春日市男女共同参画推進プラン

1101 40 福岡県 2192 大野城市 第4次大野城市男女共同参画基本計画（平成30年度～令和4年度） 平成30年3月 http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s009/20180410112937.html ○ 第4次大野城市男女共同参画基本計画

1102 40 福岡県 2206 宗像市 第3次宗像市男女共同参画プラン（令和3年度～令和7年度） 令和3年4月1日 https://www.city.munakata.lg.jp/w020/010/030/030/280/20210416151951.html ○ 第3次宗像市男女共同参画プラン

1103 40 福岡県 2214 太宰府市 第2次太宰府市男女共同参画後期プラン（平成30年度～令和4年度） 平成30年4月1日 https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/11/3073.html ○ 第2次太宰府市男女共同参画後期プラン

1104 40 福岡県 2231 古賀市 第3次古賀市男女共同参画計画(令和4年度～令和13年度） 平成15年3月 令和4年3月 https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/jinken/016.php ○ 第3次古賀市男女共同参画計画

1105 40 福岡県 2249 福津市 第2次男女共同参画プラン・ふくつ（平成２９年度～令和８年度） 平成29年4月1日 https://www.city.fukutsu.lg.jp/kyoudou/jinken/2/index.html ○ 第２次男女共同参画プラン・ふくつ

1106 40 福岡県 2257 うきは市 第2次うきは市男女共同参画基本計画 平成28年3月 http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/ ○ 第2次うきは市男女共同参画基本計画

1107 40 福岡県 2265 宮若市 第2次宮若市男女共同参画基本計画に兼ねる（平成30年度～令和9年度） 平成30年2月 https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003446856/index.html ○ 第２次宮若市男女共同参画基本計画

1108 40 福岡県 2273 嘉麻市
第2次嘉麻市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（令和4年
度～令和8年度）

平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/6/ ○ 第３次嘉麻市男女共同参画社会基本計画

1109 40 福岡県 2281 朝倉市 第4次朝倉市男女共同参画推進計画（令和4年度～令和8年度） 平成29年3月31日 令和4年3月 http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1494556143942/index.html ○ 第３次朝倉市男女共同参画推進計画

1110 40 福岡県 2290 みやま市
みやま市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（令和3年度～
令和12年度）

平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.miyama.lg.jp/s019/shisei/100/190/010/20210423.pdf ○ 第２次みやま市男女共同参画基本計画

1111 40 福岡県 2303 糸島市 第3次糸島市男女共同参画社会基本計画（令和3年度～令和7年度） 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.itoshima.lg.jp/s018/20210412101939.html ○ 第3次糸島市男女共同参画社会基本計画

1112 40 福岡県 2311 那珂川市 第2次那珂川町男女共同参画プラン後期基本計画（平成30年度～令和4年度） 平成25年3月18日 平成30年4月1日 https://www.city.nakagawa.lg.jp/uploaded/attachment/10407.pdf ○ 第２次那珂川市男女共同参画プラン後期基本計画

1113 40 福岡県 3415 宇美町 第3次男女共同参画うみプラン（平成30年度～令和4年度） 平成30年4月 令和2年4月 https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/23/13831.html ○ 第３次男女共同参画うみプラン
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1114 40 福岡県 3423 篠栗町 第2次篠栗町男女共同参画計画（令和4年度～令和8年度） 平成29年3月 令和4年3月 http://www.town.sasaguri.fukuoka.jp ○ 第2次篠栗町男女共同参画計画

1115 40 福岡県 3431 志免町 第2次志免町男女共同参画後期行動計画（令和2年度～令和6年度） 平成27年3月 令和2年3月 http://www.town.shime.lg.jp/soshiki/21/dai2jidanjokeikaku.html ○ 第２次志免町男女共同参画後期行動計画

1116 40 福岡県 3440 須恵町 須恵町男女共同参画計画　（平成31年度～令和10年度） 平成31年3月27日 ○ 須恵町男女共同参画計画

1117 40 福岡県 3458 新宮町 第2次新宮町男女共同参画基本計画（令和元年度～令和5年度） 平成31年3月 http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/52,0,349,494,html ○ 第２次新宮町男女共同参画基本計画

1118 40 福岡県 3485 久山町 久山町男女共同参画基本計画（平成30年度～令和4年度） 平成30年3月 - http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/tyousei/gyousei/danjo/danjo.html ○ 久山町男女共同参画基本計画

1119 40 福岡県 3491 粕屋町 粕屋町男女共同参画計画（令和2年度～令和6年度） 平成27年3月 令和2年3月 https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s013/040/010/010/20191227140343.html ○ 粕屋町男女共同参画計画

1120 40 福岡県 3814 芦屋町 第2次芦屋町男女共同参画プラン（平成25年度～令和4年度） 平成25年2月12日 平成30年3月 http://www.town.ashiya.lg.jp/view.rbz?ik=1&pnp=103&pnp=185&nd=185&cd=3286 ○ 第2次芦屋町男女共同参画推進プラン

1121 40 福岡県 3822 水巻町 第3次みずまき男女共同参画プラン（令和元年度～令和10年度） 平成31年3月 https://www.town.mizumaki.lg.jp/s017/gyosei/080/020/20200104135000.html ○ 第3次みずまき男女共同参画プラン

1122 40 福岡県 3831 岡垣町 岡垣町第３次男女共同参画基本計画（令和3年度～令和12年度） 平成21年3月31日 平成31年3月31日 http://www.town.okagaki.lg.jp/s020/060/040/001/20210528151220.html ○ 岡垣町第２次男女共同参画基本計画

1123 40 福岡県 3849 遠賀町 第3次遠賀町男女共同参画社会推進計画（令和2年度～令和11年度） 平成21年12月22日 令和2年3月 http://www.town.onga.lg.jp/machi_navi/danjokyodo/danjo/index.html ○ 第3次遠賀町男女共同参画社会推進計画

1124 40 福岡県 4012 小竹町 小竹町男女共同参画計画（令和元年度～令和5年度） 平成31年3月 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=1567&type=search&q=%e7%94%b7%e5%a5%b3%e5%85%b1%e5%90%8c&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&sc_id=2 ○ 小竹町男女共同参画計画

1125 40 福岡県 4021 鞍手町
鞍手町配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(令和元年度
～令和5年度)

平成31年3月 http://www.town.kurate.lg.jp/fukusi/3rd_danjokyodosankaku-kihonkeikaku.html ○ 第3次鞍手町男女共同参画基本計画

1126 40 福岡県 4217 桂川町 桂川町第2期男女共同参画基本計画（令和3年度～令和7年度） 平成28年3月 令和3年3月 http://www.town.keisen.fukuoka.jp/tyousei/plan/danjo.php ○ 桂川町男女共同参画基本計画

1127 40 福岡県 4471 筑前町 第4次筑前町男女共同参画プラン（令和3年度～令和7年度） 平成23年3月18日 令和3年3月 https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/s022/020/010/070/20180125221523.html ○ 第４次筑前町男女共同参画プラン

1128 40 福岡県 4489 東峰村 第3次東峰村男女共同参画のむらづくり計画（令和2年度～令和6年度） 令和2年3月 ○ 第3次東峰村男女共同参画のむらづくり計画

1129 40 福岡県 5035 大刀洗町 第2次大刀洗町男女共同参画計画（令和3年度～令和12年度） 平成30年3月 令和3年3月 http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_01469.html ○ 大刀洗町男女共同参画計画

1130 40 福岡県 5221 大木町 第2次大木町男女共同参画計画（平成30年度～令和4年度） 平成24年7月 平成30年4月 http://www.town.ooki.lg.jp/soshiki/machizukuri/seisakukikaku/11/jyourei/3777.html ○ 第２次大木町男女共同参画計画

1131 40 福岡県 5442 広川町 第2期広川町男女共同参画基本計画（令和3年度～令和8年度） 令和3年2月 https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/soshiki/kyodosuishin/3/1/2760.html ○ 第2期広川町男女共同参画基本計画

1132 40 福岡県 6015 香春町 第2次香春町男女共同参画基本計画（平成31年度～令和5年度） 平成23年4月1日 平成31年4月 ○ 第２次香春町男女共同参画基本計画

1133 40 福岡県 6023 添田町 第3次添田町男女共同参画基本計画（令和4年度～令和8年度） 平成24年3月 令和4年3月 https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/2013071000020/ ○ 第３次添田町男女共同参画基本計画　（2022（令和4）年度～2026年度）

1134 40 福岡県 6040 糸田町 第3次糸田町男女共同参画基本計画（令和元年度～令和5年度） 平成31年4月1日 http://www.town.itoda.lg.jp/administration/equality/man_woman.html ○ 第３次糸田町男女共同参画基本計画

1135 40 福岡県 6058 川崎町 第2次川崎町ＤＶ防止基本計画（令和3年度～令和7年度） 平成28年3月 令和3年4月 http://www.town-kawasaki.com ○ 第３次川崎町男女共同参画プラン

1136 40 福岡県 6082 大任町 第2次大任町男女共同参画基本計画（令和4年度～令和9年度） 平成24年3月14日 ○ 第２次大任町男女共同参画基本計画

1137 40 福岡県 6091 赤村 第3次赤村男女共同参画基本計画（令和4年度～令和8年度） 平成29年3月 令和4年3月 ○ 第3次赤村男女共同参画基本計画

1138 40 福岡県 6104 福智町 第3次福智町男女共同参画基本計画（令和4年度～令和8年度） 平成29年3月 令和4年3月 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/203.html ○ 第2次福智町男女共同参画基本計画

1139 40 福岡県 6210 苅田町 第2次苅田町男女共同参画行動計画（後期）（平成25年度～令和4年度） 平成25年3月7日 平成30年3月16日 http://www.town.kanda.lg.jp/_1021/_1056/_2246/_5545.html ○ 第２次苅田町男女共同参画行動計画（後期）

1140 40 福岡県 6252 みやこ町 第2次みやこ町男女共同参画基本計画（平成30年度～令和9年度） 平成30年3月 http://www.town.miyako.lg.jp/soumu/jinken/dai2jidanjokyoudou.html 〇 第２次みやこ町男女共同参画基本計画

1141 40 福岡県 6422 吉富町 第2次吉富町男女共同参画基本計画（令和元年度～令和5年度） 平成26年3月14日 平成31年3月 ○ 第２次吉富町男女共同参画基本計画

1142 40 福岡県 6465 上毛町 上毛町男女共同参画基本計画（平成26年度～令和6年度） 平成26年3月 http://www.town.koge.lg.jp/soshiki/4/danjyokyoudoukihonnkeikaku.html ○ 上毛町男女共同参画基本計画

1143 40 福岡県 6473 築上町 第2次築上町男女共同参画推進基本計画（平成29年度～令和4年度） 平成24年3月 平成29年3月 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s055/010/150/050/050/danzyokihonkeikaku2019.html ○ 第２次築上町男女共同参画推進基本計画

1144 41 佐賀県 2015 佐賀市
第４次佐賀市男女共同参画計画
（佐賀市配偶者等からの暴力（DV）の防止及び被害者の支援に関する基本計画）

平成25年3月 令和3年3月 https://www.city.saga.lg.jp/main/68482.html ○ 第４次佐賀市男女共同参画計画

1145 41 佐賀県 2023 唐津市 唐津市男女共同参画基本計画（第4次）（唐津市DV被害者支援基本計画（第3次）） 平成22年7月20日 令和2年3月 https://www.city.karatsu.lg.jp/danjo-kyoudou/kurashi/danjo/shisaku/kekaku/kihonkeikaku04.html ○ 唐津市男女共同参画基本計画（第4次）

1146 41 佐賀県 2031 鳥栖市 第２次鳥栖市男女共同参画行動計画（後期計画）（鳥栖市DV被害者支援基本計画） 平成30年3月 https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/13/2289.html ○ 第２次鳥栖市男女共同参画行動計画（後期計画）

1147 41 佐賀県 2040 多久市 多久市男女共同参画計画・多久市ＤＶ対策基本計画・多久市女性活躍推進計画 平成25年3月31日 平成30年3月 https://www.city.taku.lg.jp/life/4/22/88/ ○ 多久市男女共同参画計画・多久市ＤＶ対策基本計画・多久市女性活躍推進計画

1148 41 佐賀県 2058 伊万里市 第4次伊万里市男女協働参画基本計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.imari.saga.jp/13857.htm ○ 伊万里市男女協働参画基本計画あなたとわたしのきらめきプランⅣ

1149 41 佐賀県 2066 武雄市 第３次武雄市男女共同参画推進計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.takeo.lg.jp/shisei/sesaku/no03danjyokeikaku.html ○ 第3次武雄市男女共同参画推進計画
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1150 41 佐賀県 2074 鹿島市 第３次男女共同参画基本計画・第２次 鹿島市ＤＶ対策基本計画 平成27年5月12日 令和3年5月 http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/13210.html ○ 第３次鹿島市男女共同参画基本計画及び第２次鹿島市ＤＶ対策基本計画

1151 41 佐賀県 2082 小城市
第３次小城市男女共同参画プラン　さくらプラン
（小城市配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者支援基本計画）

令和4年3月 https://www.city.ogi.lg.jp/main/39325.html ○ 第３次小城市男女共同参画プラン

1152 41 佐賀県 2091 嬉野市 第３次嬉野市男女共同参画行動計画（第２次嬉野市ＤＶ被害者支援基本計画） 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/jinken/_24723/_23942.html ○ 第３次嬉野市男女共同参画行動計画

1153 41 佐賀県 2104 神埼市 第3次神埼市男女共同参画基本計画・神埼市ＤＶ被害者支援基本計画・女性の活躍推進 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/7892.html ○
第3次神埼市男女共同参画基本計画・神埼市ＤＶ被害者支援基本計画・女性の活躍推
進計画

1154 41 佐賀県 3275 吉野ヶ里町
第2次吉野ヶ里町男女共同参画基本計画（DV被害者支援計画・女性の活躍推進計画を
含む）

平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/oshirase/seisaku_keikaku/1/2335.html ○
第2次吉野ヶ里町男女共同参画基本計画（DV被害者支援計画・女性の活躍推進計画を
含む）

1155 41 佐賀県 3411 基山町 第２次基山町男女共同参画推進プラン 平成23年2月16日 令和3年3月 https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0033336/index.html ○ 第２次基山町男女共同参画推進プラン

1156 41 佐賀県 3453 上峰町 上峰町男女共同参画計画及びDV被害者支援基本計画 平成24年2月24日 令和3年4月 ○ 上峰町男女共同参画計画及びDV被害者支援基本計画

1157 41 佐賀県 3461 みやき町 第3次みやき町男女共同参画計画 平成23年3月 令和4年3月 https://www.town.miyaki.lg.jp/chosei/torikumi/_2905/_2576.html ○ 第3次みやき町男女共同参画計画

1158 41 佐賀県 3879 玄海町 第3次玄海町男女共同参画計画 平成27年3月 令和2年3月 https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/19/34419.html ○ 第3次玄海町男女共同参画計画

1159 41 佐賀県 4018 有田町 第3次有田町男女共同参画基本計画・DV被害者支援基本計画 令和4年3月 http://www.town.arita.lg.jp/main/276.html ○ 第3次有田町男女共同参画基本計画・DV被害者支援基本計画

1160 41 佐賀県 4239 大町町 大町町男女共同参画計画　大町町DV被害者支援基本計画 平成22年2月1日 令和3年3月 http://www.town.omachi.saga.jp/hp/admission/07_chousei/08_chousei_keikaku/00_chous ○ 大町町男女共同参画計画、大町町DV被害者支援基本計画

1161 41 佐賀県 4247 江北町 第３次江北町男女共同参画行動計画 令和3年3月 ○ 第３次江北町男女共同参画行動計画

1162 41 佐賀県 4255 白石町 第3次白石町男女共同参画推進プラン 及び DV被害者支援基本計画 令和3年4月 https://www.town.shiroishi.lg.jp/chousei_machi/danjo/_2321/_4113.html ○ 第3次白石町男女共同参画推進プラン及びDV被害者支援基本計画

1163 41 佐賀県 4417 太良町 太良町男女共同参画基本計画及び太良町DV被害者支援基本計画 平成22年12月24日 ○ 太良町男女共同参画基本計画及び太良町DV被害者支援基本計画

1164 42 長崎県 2011 長崎市 第3次長崎市男女共同参画計画 令和4年4月 http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190000/193000/p000368.html ○ 第３次長崎市男女共同参画計画 前期行動計画

1165 42 長崎県 2029 佐世保市 第3次佐世保市男女共同参画計画 平成25年3月 平成30年3月 http://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/jinken/2jikekaku.html ○ 第3次佐世保市男女共同参画計画

1166 42 長崎県 2037 島原市 第３次島原市男女共同参画計画 平成17年3月 平成31年3月 https://www.city.shimabara.lg.jp/page16859.html ○ 第３次島原市男女共同参画計画

1167 42 長崎県 2045 諫早市 第３次諫早市男女共同参画計画 平成26年1月 平成30年3月 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post29/4396.html ○ 第３次諫早市男女共同参画計画

1168 42 長崎県 2053 大村市 第５期おおむら男女共同参画プラン 平成11年 令和4年3月 https://www.city.omura.nagasaki.jp/heartpal/kurashi/shiminkyodo/danjyo/danjyoplan/puran.html 〇 第５期おおむら男女共同参画プラン

1169 42 長崎県 2070 平戸市 平戸市男女共同参画計画 平成24年3月30日 令和4年3月 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/gyosei/plan/sg08.html ○ 平戸市男女共同参画計画

1170 42 長崎県 2088 松浦市 第３次松浦市男女共同参画計画 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city-matsuura.jp/top/soshikikarasagasu/somuka/gyoseigakari/1/6270.html ○ 第3次松浦市男女共同参画計画

1171 42 長崎県 2096 対馬市 第4次対馬市男女共同参画計画 平成19年3月 令和4年3月 https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/gyousei/soshiki/soumu/somuka/jinkendanjyokyoudousankaku/3781.html ○ 対馬市男女共同参画計画

1172 42 長崎県 2100 壱岐市 第2次壱岐市男女共同参画基本計画 平成29年3月 http://www.city.iki.nagasaki.jp ○ 第2次壱岐市男女共同参画計画

1173 42 長崎県 2118 五島市 第４次五島市男女共同参画計画 令和4年3月 https://www.city.goto.nagasaki.jp/s020/020/010/010/20220513141114.html ○ 第４次五島市男女共同参画計画

1174 42 長崎県 2126 西海市 第２次西海市男女共同参画基本計画 平成30年3月 http://www.city.saikai.nagasaki.jp/ ○ 第２次西海市男女共同参画基本計画

1175 42 長崎県 2134 雲仙市 第3次雲仙市男女共同参画計画 平成20年3月 平成30年3月 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=32860 ○ 第3次雲仙市男女共同参画計画

1176 42 長崎県 2142 南島原市 第3次南島原市男女共同参画計画 平成25年3月 平成30月3月 http://www.city.minamishimabara.lg.jp/page7048.html ○ 第3次南島原市男女共同参画計画

1177 42 長崎県 3076 長与町 長与町第３次男女共同参画計画 平成15年 平成30年3月 https://webtown.nagayo.jp/kiji003415/index.html ○ 長与町第３次男女共同参画計画

1178 42 長崎県 3084 時津町 第3次時津町男女共同参画計画 平成27年2月 令和4年3月 https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/gyoseijoho/hosh ○ 第3次時津町男女共同参画計画

1179 42 長崎県 3211 東彼杵町 東彼杵町男女共同参画計画 令和3年4月 https://www.town.higashisonogi.lg.jp/gyoseijoho/keikaku_shisaku/4/1236.html 〇 東彼杵町男女共同参画計画

1180 42 長崎県 3238 波佐見町 第２次波佐見町男女共同参画基本計画 平成30年4月 https://www.town.hasami.lg.jp/machi/index.html ○ 第２次波佐見町男女共同参画基本計画

1181 42 長崎県 3912 佐々町 第3次佐々町男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji003509/index.html ○ 第3次佐々町男女共同参画計画

1182 42 長崎県 4113 新上五島町 新上五島町第３次男女共同参画基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://official.shinkamigoto.net/goto_chosei_full.php?eid=03692&r=4&wcid=l00004 ○ 新上五島町第３次男女共同参画基本計画

1183 43 熊本県 1001 熊本市 第2次熊本市男女共同参画基本計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=4985&class_set_id=2&class_id=358 ○ 第2次熊本市男女共同参画基本計画

1184 43 熊本県 2024 八代市 第2次八代市男女共同参画計画 平成21年3月 平成31年3月 https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00310091/index.html ○ 八代市男女共同参画計画

1185 43 熊本県 2032 人吉市 人吉市男女共同参画推進計画（第３次基本計画） 平成16年3月 平成30年3月 https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/112/9672.html ○ 人吉市男女共同参画推進計画
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1186 43 熊本県 2041 荒尾市 第4次荒尾市男女共同参画計画 平成15年3月 令和4年3月 https://www.city.arao.lg.jp/shisei/shisaku/danjyo-kyodo/4182.html ○ 第4次荒尾市男女共同参画計画

1187 43 熊本県 2059 水俣市 水俣市DV防止基本計画 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.minamata.lg.jp/kiji003217/index.html ○ 第4次水俣市男女共同参画推進計画

1188 43 熊本県 2067 玉名市 第3次玉名市男女共同参画計画 平成20年3月31日 平成30年3月 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/162/10621.html ○ 第3次玉名市男女共同参画計画

1189 43 熊本県 2083 山鹿市 第３次山鹿市男女共同参画計画 平成19年3月 令和4年1月 http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji003730/index.html ○ 第３次山鹿市男女共同参画計画

1190 43 熊本県 2105 菊池市 菊池市男女共同参画計画 平成18年3月 平成31年3月 https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/278/19123.html ○ 菊池市男女共同参画計画

1191 43 熊本県 2113 宇土市 第３次宇土市男女共同参画推進計画～ひと（男女）・まち・みらい輝きプラン～ 平成15年3月 平成31年3月 https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1044/4.html ○ 第３次宇土市男女共同参画推進計画～ひと（男女）・まち・みらい輝きプラン～

1192 43 熊本県 2121 上天草市 第3次上天草市男女共同参画推進計画 平成20年3月 平成30年4月 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/64/10328.html ○ 第３次上天草市男女共同参画推進計画

1193 43 熊本県 2130 宇城市 女と男で築く、やさしく住みよいまちづくり－第３次宇城市男女共同参画計画- 平成19年3月 平成29年3月 https://www.city.uki.kumamoto.jp/gyousei/keikaku/2018409 ○ 女と男で築く、やさしく住みよいまちづくり　－第３次宇城市男女共同参画計画-

1194 43 熊本県 2148 阿蘇市 第3次阿蘇市男女共同参画基本計画（女性活躍推進法に基づく市町村推進計画） 平成19年3月 令和2年3月 http://www.city.aso.kumamoto.jp/files/uploads/2020/04/gender_plan_vol3.pdf ○ 第3次阿蘇市男女共同参画基本計画（女性活躍推進法に基づく市町村推進計画）

1195 43 熊本県 2156 天草市 天草市男女共同参画計画 平成20年3月 平成29年3月 http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji003835/index.html ○ 天草市男女共同参画計画

1196 43 熊本県 2164 合志市 第４次合志市男女共同参画推進行動計画 平成24年4月1日 令和4年3月 https://www.city.koshi.lg.jp/kiji0039637/index.html ○ 合志市男女共同参画まちづくり条例

1197 43 熊本県 3489 美里町 美里町男女共同参画計画 平成24年3月 ○ 美里町男女共同参画計画

1198 43 熊本県 3641 玉東町 玉東町男女共同参画計画 平成23年3月 平成31年3月 ○ 玉東町男女共同参画計画

1199 43 熊本県 3675 南関町 第３次南関町男女共同参画計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.nankan.lg.jp/page2790.html ○ 南関町男女共同参画計画

1200 43 熊本県 3683 長洲町 第４次長洲町男女共同参画計画 平成18年3月 令和3年3月 https://www.town.nagasu.lg.jp/kiji0036795/index.html ○ 長洲町男女共同参画計画

1201 43 熊本県 3691 和水町 第３次和水町男女共同参画計画 平成23年3月 令和4年5月 https://www.town.nagomi.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=3765&class_set_id=1&class_id=659 ○ 和水町男女共同参画計画

1202 43 熊本県 4035 大津町 大津町男女共同参画推進プラン 平成23年4月1日 令和4年3月 https://www.town.ozu.kumamoto.jp/kiji00311881/index.html ○ 大津町男女共同参画推進プラン

1203 43 熊本県 4043 菊陽町 菊陽町男女共同参画計画 平成21年3月 令和2年3月 https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji0032681/index.html ○ 第２期菊陽町男女共同参画計画

1204 43 熊本県 4248 小国町 第２次小国町男女共同参画社会づくり計画 平成25年3月 平成30年3月 https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/1/699.html ○ 第２次小国町男女共同参画社会づくり計画

1205 43 熊本県 4281 高森町 高森町男女共同基本計画 平成23年3月 平成31年3月 http://www.town.takamori.kumamoto.jp/chosha/fukushi/2019/06/post-34.html ○ 第2次高森町男女共同基本計画

1206 43 熊本県 4329 西原村 西原村男女共同参画計画 平成23年3月 ○ 西原村男女共同参画計画

1207 43 熊本県 4337 南阿蘇村 南阿蘇村男女共同参画推進基本計画 平成20年5月 平成27年4月 ○ 男女共同参画社会基本法

1208 43 熊本県 4418 御船町 第2期御船町男女共同参画基本計画 平成23年3月31日 平成31年3月 https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page7253.html ○ 第２期御船町ＤＶ防止計画

1209 43 熊本県 4426 嘉島町 第３次嘉島町男女共同参画計画 平成22年12月 令和3年3月 ○ 第３次嘉島町男女協働参画計画

1210 43 熊本県 4434 益城町 益城町DV防止基本計画 平成25年11月 平成31年3月 https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0033149/index.html ○ 第３次益城町男女共同参画計画

1211 43 熊本県 4442 甲佐町 第３次甲佐町男女共同参画計画 令和3年3月 https://www.town.kosa.lg.jp/q/aview/134/6905.html ○ 第３次甲佐町男女共同参画計画

1212 43 熊本県 4477 山都町 山都町男女共同参画計画 平成23年3月1日 令和3年3月 https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/kiji0036765/3_6765_6172_up_adbjy4mr.pdf ○ 山都町男女共同参画計画

1213 43 熊本県 4680 氷川町 氷川町男女共同参画計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/kiji0034853/3_4853_shiryou1_nw2cjq2u.pdf ○ 男女共同参画社会基本法

1214 43 熊本県 4825 芦北町 第3次芦北町男女共同参画計画 平成31年3月 http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.jp/www/contents/1566380417145/index.html ○ 芦北町男女共同参画計画

1215 43 熊本県 4841 津奈木町 第３次津奈木町男女共同参画プラン 令和2年3月 https://www.town.tsunagi.lg.jp/page2735.html?type=search&q=%e7%94%b7%e5%a5%b3%e5%85%b1%e5%90%8c&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&sc_id=2 ○ 男女共同参画社会基本法

1216 43 熊本県 5015 錦　町 第２次錦町男女共同参画計画 平成21年3月 平成31年4月 ○ 錦町男女共同参画計画

1217 43 熊本県 5058 多良木町 第3次多良木町男女共同参画計画 平成23年3月 令和4年4月 https://www.town.taragi.lg.jp/gyousei/soshiki/fukushi/2886.html ○ 多良木町男女共同参画計画

1218 43 熊本県 5066 湯前町 第2次湯前町男女共同参画計画 平成25年3月 平成29年8月 ○
男女共同参画社会基本法及び第2次湯前町男女共同参画計画～認め合い、支えあう町
をめざして～

1219 43 熊本県 5074 水上村 第3次水上村男女共同参画社会づくり計画 平成24年3月 令和4年4月 https://www.vill.mizukami.lg.jp/q/aview/1116/2405.html ○ 男女共同参画基本計画

1220 43 熊本県 5104 相良村 相良村男女共同参画計画(第2次) 平成24年2月10日 令和4年4月 https://www.vill.sagara.lg.jp/q/aview/107/1717.html ○ 相良村男女共同参画計画

1221 43 熊本県 5112 五木村 第3次五木村男女共同参画社会づくり計画 平成25年3月 令和4年4月 https://www.vill.itsuki.lg.jp/kiji00324/index.html ○ 男女共同参画基本計画
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1222 43 熊本県 5121 山江村 山江村第３期男女共同参画基本計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.vill.yamae.lg.jp/pagetop/gyosei_unei/kenko/3/1903.html ○ 男女共同参画基本計画

1223 43 熊本県 5139 球磨村 球磨村男女共同参画計画 平成25年4月1日 ○ 球磨村DV防止基本計画

1224 43 熊本県 5147 あさぎり町 第3次あさぎり町男女共同参画推進基本計画 平成23年3月 令和4年3月 https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/209/17205.html ○ 第3次あさぎり町男女共同参画推進基本計画

1225 43 熊本県 5317 苓北町 第3期苓北町男女共同参画計画 平成23年3月 平成28年3月 https://reihoku-kumamoto.jp/19874/ ○ 第3期苓北町男女共同参画計画

1226 44 大分県 2011 大分市 大分市DV対策基本計画 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.oita.oita.jp/o018/kurashi/danjo/4dannjyopurannsakusei.html ○ 第４次おおいた男女共同参画推進プラン

1243 44 大分県 2020 別府市 別府市ＤＶ防止基本計画 令和3年3月 https://www.city.beppu.oita.jp/doc/sisei/danjyokyoudousankaku/jitsugen/06plan.pdf 〇 湯のまち「べっぷ」輝きプラン　～第3次別府市男女共同参画プラン～

1227 44 大分県 2046 日田市 第3期日田市男女共同参画基本計画 令和3年3月 https://www.city.hita.oita.jp/shisei/torikumi/plan/sminkyodo/5014.html ○ 第3期日田市男女共同参画基本計画

1228 44 大分県 2054 佐伯市 佐伯市DV対策基本計画 平成31年3月 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033242/index.html ○ 第４次佐伯市男女共同参画計画

1229 44 大分県 2062 臼杵市 臼杵市ＤＶ対策基本計画 平成29年3月 http://www.city.usuki.oita.jp/article/2017072600012/ ○ 第２次臼杵市男女共同参画基本計画

1230 44 大分県 2071 津久見市 第２次津久見市男女共同参画基本計画 平成21年4月 平成31年3月 http://www.city.tsukumi.oita.jp/ ○ 第２次津久見市人権教育・啓発基本計画

1231 44 大分県 2089 竹田市 第２次男女共同参画プランたけた 平成29年3月 令和4年3月 https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/jinken_burakusabetsukaishosuishinka/1/5592.html ○ 第２次男女共同参画プランたけた

1232 44 大分県 2097 豊後高田市 ぶんごたかだ愛・あいプラン　第３次豊後高田市男女共同参画計画 平成2１年3月 平成31年4月 https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01435.html ○ ぶんごたかだ愛・あいプラン　第３次豊後高田市男女共同参画計画

1233 44 大分県 2101 杵築市 杵築市ＤＶ被害者支援基本計画 平成25年3月 https://www.city.kitsuki.lg.jp/shiseimachidukuri/keikaku_seisaku_sosiki/keikaku/3867.html ○ 杵築市男女共同参画プラン

1234 44 大分県 2119 宇佐市 宇佐市ＤＶ対策基本計画 平成29年9月 https://www.city.usa.oita.jp/sougo/soshiki/10/suishin/2/1/3391.html 〇 第２次宇佐市男女共同参画プラン

1235 44 大分県 2127 豊後大野市 豊後大野市DV対策基本計画 平成28年3月 令和3年3月 https://www.bungo-ohno.jp/docs/2016032900018/file_contents/keikakusyo.pdf ○ 第2次豊後大野市男女共同参画基本計画（改定版）

1236 44 大分県 2135 由布市 由布市第３次男女共同参画プラン 平成20年7月 令和3年3月 http://www.city.yufu.oita.jp/siseijouhou/zinken_douwa_danzyo/danzyokyoudousankaku/ ○ 由布市第３次男女共同参画プラン

1237 44 大分県 2143 国東市 第３次国東市男女共同参画計画 平成19年7月 令和4年5月 https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/kikaku/daisanzi-danzyokyoudousankakukeikaku.html ○ 第３次国東市男女共同参画計画

1238 44 大分県 2203 中津市
第３次中津市男女共同参画計画～男女がともにススメる　なかつプラン２０２１～
(中津市基本計画)

令和3年4月 https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021060800056/ ○ 第３次中津市男女共同参画計画～男女がともにススメる　なかつプラン２０２１～

1239 44 大分県 3221 姫島村 姫島村男女共同参画基本計画 平成26年3月 平成31年3月 ○ 姫島村男女共同参画基本計画

1240 44 大分県 3417 日出町 第２次日出町男女共同参画基本計画 後期基本計画 令和3年5月 https://www.town.hiji.lg.jp/page/page_03402.html ○ 第２次日出町男女共同参画基本計画 後期基本計画

1241 44 大分県 4618 九重町 新ここのえ男女共同参画プラン 平成28年4月 ○ 新ここのえ男女共同参画プラン

1242 44 大分県 4626 玖珠町 玖珠町ＤＶ対策基本計画 平成23年4月 令和3年3月 https://www.town.kusu.oita.jp/choseijoho/machinoseisaku/6/1/1402.html ○ 第３次玖珠町男女共同参画基本プラン

1244 45 宮崎県 2017 宮崎市 宮崎市ＤＶ防止・被害者支援計画 平成29年3月 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/human_rights/122405.html ○ 第２次宮崎市男女共同参画基本計画（改訂版）

1245 45 宮崎県 2025 都城市 都城市ＤＶ対策基本計画 平成30年3月 http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/uploaded/attachiment/4662.pdf ○ 第３次都城市男女共同参画計画

1246 45 宮崎県 2033 延岡市 延岡市DV防止基本計画 令和4年3月 https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/ ○ 第3次のべおか男女共同参画プラン

1247 45 宮崎県 2041 日南市 配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 令和2年4月 http://www.city.nichinan.lg.jp/main/life/welfare-list/partici/ ○ 第２次日南市男女共同参画基本計画

1248 45 宮崎県 2050 小林市 小林市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画 平成25年3月 平成31年3月 http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=190418170454 ○ 第2次小林市男女共同参画基本計画（改訂版）

1249 45 宮崎県 2068 日向市 第3次日向市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=220407102412 ○ 第6次日向市男女共同参画プラン

1250 45 宮崎県 2076 串間市 串間市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援に関する基本計画 平成27年3月 http://www.city.kushima.lg.jp/main/info/cat15/cat1/post-31.html ○ 第2次串間市男女共同参画基本計画

1251 45 宮崎県 2084 西都市 西都市ＤＶ対策基本計画 平成26年3月 平成31年3月 http://www.city.saito.lg.jp/kurashi/0116_1703310000000008.html ○ 第３次西都市男女共同参画プラン

1252 45 宮崎県 2092 えびの市 えびの市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成31年3月 https://www.city.ebino.lg.jp/tempimg/100910152038201903261452014f.pdf ○ 第３次えびの市男女共同参画基本計画

1253 45 宮崎県 3412 三股町 三股町ＤＶ防止基本計画 平成27年3月 　 ○ 第2次三股町男女共同参画プラン

1254 45 宮崎県 3617 高原町 高原町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成31年3月 https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/18/1329.html ○ 高原町男女共同参画基本計画（改定版）

1255 45 宮崎県 3820 国富町 国富町DV被害者支援基本計画 令和4年3月 － ○ くにとみ男女共同参画iハートプラン～第三次国富町男女共同参画計画～

1256 45 宮崎県 3838 綾町 綾町ＤＶ防止基本計画 平成29年3月 https://www.town.aya.miyazaki.jp/uploaded/attachment/1315.pdf ○ 第1次綾町男女共同参画基本計画

1257 45 宮崎県 4010 高鍋町 高鍋町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援に関する基本計画 平成18年3月 平成28年3月 http://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/somu/3/1/2/728.html ○ 第2次高鍋町男女共同参画プラン

https://www.vill.yamae.lg.jp/pagetop/gyosei_unei/kenko/3/1903.html
https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/209/17205.html
https://reihoku-kumamoto.jp/19874/
https://www.city.oita.oita.jp/o018/kurashi/danjo/4dannjyopurannsakusei.html
https://www.city.beppu.oita.jp/doc/sisei/danjyokyoudousankaku/jitsugen/06plan.pdf
https://www.city.hita.oita.jp/shisei/torikumi/plan/sminkyodo/5014.html
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033242/index.html
http://www.city.usuki.oita.jp/article/2017072600012/
http://www.city.tsukumi.oita.jp/
https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/jinken_burakusabetsukaishosuishinka/1/5592.html
https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_01435.html
https://www.city.kitsuki.lg.jp/shiseimachidukuri/keikaku_seisaku_sosiki/keikaku/3867.html
https://www.city.usa.oita.jp/sougo/soshiki/10/suishin/2/1/3391.html
https://www.bungo-ohno.jp/docs/2016032900018/file_contents/keikakusyo.pdf
http://www.city.yufu.oita.jp/siseijouhou/zinken_douwa_danzyo/danzyokyoudousankaku/
https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/kikaku/daisanzi-danzyokyoudousankakukeikaku.html
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021060800056/
https://www.town.hiji.lg.jp/page/page_03402.html
https://www.town.kusu.oita.jp/choseijoho/machinoseisaku/6/1/1402.html
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/human_rights/122405.html
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/uploaded/attachiment/4662.pdf
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/
http://www.city.nichinan.lg.jp/main/life/welfare-list/partici/
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=190418170454
https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=220407102412
http://www.city.kushima.lg.jp/main/info/cat15/cat1/post-31.html
http://www.city.saito.lg.jp/kurashi/0116_1703310000000008.html
https://www.city.ebino.lg.jp/tempimg/100910152038201903261452014f.pdf
https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/18/1329.html
https://www.town.aya.miyazaki.jp/uploaded/attachment/1315.pdf
http://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/somu/3/1/2/728.html
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1258 45 宮崎県 4028 新富町 新富町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成30年3月 https://www.town.shintomi.lg.jp/item/9877.htm ○ 第２次新富町男女共同参画計画

1259 45 宮崎県 4036 西米良村 西米良村男女共同参画基本計画 令和2年3月 　 ○ 西米良村男女共同参画基本計画

1260 45 宮崎県 4044 木城町 木城町ＤＶ防止基本計画 平成30年3月 http://www.town.kijo.lg.jp/somuzaisei/danzyokyoudousankaku.html ○ 木城町男女共同参画基本計画

1261 45 宮崎県 4052 川南町 川南町ＤＶ防止基本計画 令和2年3月 https://www.town.kawaminami.miyazaki.lg.jp/soshiki/2/1221.html ○ 川南町男女共同参画基本計画

1262 45 宮崎県 4061 都農町 都農町DV防止基本計画 令和元年12月 　 ○ 都農町男女共同参画基本計画

1263 45 宮崎県 4214 門川町 門川町DV防止基本計画 平成26年度 令和4年2月 － ○ 門川町男女共同参画基本計画

1264 45 宮崎県 4290 諸塚村 諸塚村男女共同参画基本計画 令和2年3月 　 ○ 諸塚村男女共同参画基本計画

1265 45 宮崎県 4303 椎葉村 椎葉村配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成30年4月 http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/affair/2017/01/_27_31.php ○ 椎葉村男女共同参画基本計画

1266 45 宮崎県 4311 美郷町 美郷町ＤＶ防止基本計画 令和2年2月 　 ○ 美郷町男女共同参画計画

1267 45 宮崎県 4419 高千穂町 高千穂町ＤＶ防止基本計画 平成28年10月 令和4年3月 https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kikakukanko/4/2/2830.html ○ 第２期高千穂町男女共同参画基本計画

1268 45 宮崎県 4427 日之影町 日之影町ＤＶ防止基本計画 平成30年3月 　 ○ 日之影町男女共同参画計画

1269 46 鹿児島県 2012 鹿児島市 第2次鹿児島市DV対策基本計画 平成24年3月 令和4年3月 https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinken/danjokyodo/machizukuri/danjo/shisaku/ ○ 第3次鹿児島市男女共同参画計画

1270 46 鹿児島県 2039 鹿屋市 鹿屋市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画 平成26年3月 平成31年3月 https://www.city.kanoya.lg.jp/danjyo/shise/shisaku/2jidanjokyodo.html ○ 第２次鹿屋市男女共同参画基本計画

1271 46 鹿児島県 2047 枕崎市 枕崎市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成30年3月 令和4年3月 http://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/kikaku/19470.html ○ 第３次枕崎市男女共同参画基本計画

1272 46 鹿児島県 2063 阿久根市 第３次あくね男女共同参画プラン 令和3年3月 ○ 第３次あくね男女共同参画プラン

1273 46 鹿児島県 2080 出水市 出水市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成30年3月 http://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_02340.html ○ 第２次出水市男女共同参画計画

1274 46 鹿児島県 2101 指宿市 第３次指宿市男女共同参画基本計画 令和4年3月 https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/danjo/keikaku/page025615.html ○ 第３次指宿市男女共同参画基本計画

1275 46 鹿児島県 2136 西之表市 第2次西之表市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成30年3月 令和4年3月 http://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/gyousei/keikaku/4223.html ○ 第4次西之表市男女共同参画基本計画

1276 46 鹿児島県 2144 垂水市 垂水市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成26年3月24日 令和3年3月 http://www.city.tarumizu.lg.jp/chiiki/kurashi/sodan/jinken/26koza.html ○ 第2次垂水市男女共同参画基本計画

1277 46 鹿児島県 2152 薩摩川内市 薩摩川内市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成25年3月 平成28年3月 http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1466647361840/index.html ○ 第２次薩摩川内市男女共同参画基本計画

1278 46 鹿児島県 2161 日置市 第1次日置市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成30年3月 https://www.city.hioki.kagoshima.jp/kikaku/shisejoho/shisaku/sogokekaku/kakushu.html ○ 第2次日置市男女共同参画基本計画

1279 46 鹿児島県 2179 曽於市 曽於市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画 平成30年3月 https://www.city.soo.kagoshima.jp/kurashi/danjyokyoudou/2018-2027_danzyokyoudouP ○ 第２次曽於市男女共同参画基本計画

1280 46 鹿児島県 2187 霧島市 霧島市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する計画 平成22年3月 平成30年3月 https://www.city-kirishima.jp/kikaku/shise/kekaku/kurashi/dai2jidanjyo.html ○ 第２次霧島市男女共同参画計画

1281 46 鹿児島県 2195 いちき串木野市 いちき串木野市男女共同参画基本計画 平成20年3月 平成30年3月 http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kurashi/danjokyodo/index.html ○ いちき串木野市男女共同参画基本計画

1282 46 鹿児島県 2209 南さつま市 第1次南さつま市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成31年3月 http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/danjokyoudou/e023212.html ○ 第2次南さつま市男女共同参画基本計画

1283 46 鹿児島県 2217 志布志市 第2次志布志市ＤＶ対策基本プラン 平成25年3月 平成30年3月 https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/1/1247.html ○ 第3次志布志市男女（ひと）がともに輝くまちづくりプラン

1284 46 鹿児島県 2225 奄美市 奄美市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成24年3月 ○ 奄美市男女共同参画基本計画

1285 46 鹿児島県 2233 南九州市 第２次南九州市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成22年3月 令和2年3月 https://www.city.minamikyushu.lg.jp/jyouhou/shisejoho/danjo/jore/bouryokubousi/index ○ 第２次 南九州市男女共同参画基本計画

1286 46 鹿児島県 2241 伊佐市 第２次伊佐市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.city.isa.kagoshima.jp/blog/info-culture/31523/ ○ 第２次伊佐市男女共同参画基本計画

1287 46 鹿児島県 2250 姶良市 第2次姶良市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成25年3月 平成31年3月 https://www.city.aira.lg.jp/sankaku/20180919.html ○ 第2次姶良市男女共同参画基本計画

1288 46 鹿児島県 3035 三島村 三島村配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成27年3月 http://mishimamura.com/gyousei/torikumi/ ○ 三島村男女共同参画基本計画

1289 46 鹿児島県 3043 十島村 十島村配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成27年3月 平成31年3月 ○ 十島村男女共同参画基本計画

1290 46 鹿児島県 3922 さつま町 さつま町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成30年3月 令和4年3月 http://www.satsuma-net.jp/kikaku/machi/gaiyo/soshiki/documents/20220427.pdf 〇 第３次さつま町男女いきいき幸せプラン

1291 46 鹿児島県 4040 長島町 長島町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成24年3月26日 平成28年3月26日 ○ 長島町男女共同参画基本計画

1292 46 鹿児島県 4520 湧水町 配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成28年3月 ○ 湧水町男女共同参画基本計画

1293 46 鹿児島県 4686 大崎町 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画 令和2年8月 ○ 大崎町男女共同参画基本計画

https://www.town.shintomi.lg.jp/item/9877.htm
http://www.town.kijo.lg.jp/somuzaisei/danzyokyoudousankaku.html
https://www.town.kawaminami.miyazaki.lg.jp/soshiki/2/1221.html
http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/affair/2017/01/_27_31.php
https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kikakukanko/4/2/2830.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinken/danjokyodo/machizukuri/danjo/shisaku/3jikeikaku.html
https://www.city.kanoya.lg.jp/danjyo/shise/shisaku/2jidanjokyodo.html
http://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/kikaku/19470.html
http://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_02340.html
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/danjo/keikaku/page025615.html
http://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/gyousei/keikaku/4223.html
http://www.city.tarumizu.lg.jp/chiiki/kurashi/sodan/jinken/26koza.html
http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1466647361840/index.html
https://www.city.hioki.kagoshima.jp/kikaku/shisejoho/shisaku/sogokekaku/kakushu.html
https://www.city.soo.kagoshima.jp/kurashi/danjyokyoudou/2018-2027_danzyokyoudouPlan.html
https://www.city-kirishima.jp/kikaku/shise/kekaku/kurashi/dai2jidanjyo.html
http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kurashi/danjokyodo/index.html
http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/danjokyoudou/e023212.html
https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/1/1247.html
https://www.city.minamikyushu.lg.jp/jyouhou/shisejoho/danjo/jore/bouryokubousi/index.html
https://www.city.isa.kagoshima.jp/blog/info-culture/31523/
https://www.city.aira.lg.jp/sankaku/20180919.html
http://mishimamura.com/gyousei/torikumi/
http://www.satsuma-net.jp/kikaku/machi/gaiyo/soshiki/documents/20220427.pdf
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1294 46 鹿児島県 4911 南大隅町 南大隅町男女共同参画基本計画 平成28年4月 https://www.town.minamiosumi.lg.jp/soumu/kurashi/danjokyoudousankaku/kihonkeikaku ○ 南大隅町男女共同参画基本計画

1295 46 鹿児島県 4929 肝付町 肝付町男女共同参画基本計画 平成24年11月 令和4年3月 http://kimotsuki-town.jp/chosei/shisaku_keikaku/2285.html ○ 肝付町男女共同参画基本計画

1296 46 鹿児島県 5011 中種子町 中種子町男女共同参画プラン 平成27年3月 https://town.nakatane.kagoshima.jp/gyousei/machinojoho/shisaku-kekaku/kakushukeka ○ 中種子町男女共同参画プラン

1297 46 鹿児島県 5054 屋久島町 屋久島町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成27年3月12日 http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3497/ ○ 屋久島町男女共同参画基本計画

1298 46 鹿児島県 5232 大和村 大和村配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成26年3月 https://www.vill.yamato.lg.jp/kikaku/sonse/shisaku-kekaku/documents/danjo01.pdf ○ 大和村男女共同参画基本計画

1299 46 鹿児島県 5241 宇検村 宇検村配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成26年3月 ○ 宇検村男女共同参画基本計画

1300 46 鹿児島県 5259 瀬戸内町 第2次瀬戸内町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成25年3月 平成31年4月 https://www.town.setouchi.lg.jp/kikaku/danjokyodosankakukeikaku.html ○ 第2次瀬戸内町男女共同参画基本計画

1301 46 鹿児島県 5275 龍郷町 龍郷町配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援等に関する基本計画 平成26年3月 https://www.town.tatsugo.lg.jp/kikakukanko/kurashi/jinken/danzyo/kihonkeikaku.html ○ 龍郷町男女共同参画基本計画

1302 46 鹿児島県 5291 喜界町 喜界町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成27年3月 http://www.town.kikai.lg.jp/tokei/machi/keikaku/dannzyokyoudou.html ○ 喜界町男女共同参画基本計画

1303 46 鹿児島県 5305 徳之島町 徳之島町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成25年3月 https://www.tokunoshima-town.org/kikakuka/kurashi/danjo/kihonkeikaku.html ○ 徳之島町男女共同参画基本計画

1304 46 鹿児島県 5313 天城町 天城町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成25年3月 https://www.town.amagi.lg.jp/fs/8/3/2/3/_/________________________.pdf ○ 天城町男女共同参画基本計画

1305 46 鹿児島県 5321 伊仙町 伊仙町男女共同参画基本計画 平成25年3月 令和4年3月 https://www.town.isen.kagoshima.jp/soumu/kurashi/danjo/2jizenkikodokekaku.html ○ 伊仙町男女共同参画基本計画

1306 46 鹿児島県 5330 和泊町 和泊町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成23年3月 令和3年3月 https://www.town.wadomari.lg.jp/kikaku/wadomaricho/danjokyodo.html ○ 和泊町第２次男女共同参画基本計画

1307 46 鹿児島県 5348 知名町 知名町配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画 平成26年10月1日 https://www.town.china.lg.jp/kikakushinkou/kurasu/chosejoho/sesaku-hoshin/danjokyo ○ 知名町男女共同参画基本計画

1308 47 沖縄県 2018 那覇市 第４次那覇市男女共同参画計画（なは男女平等推進プラン） 平成25年3月25日 令和元年12月 https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/dannjyosankaku/sankakukeikak ○ 第４次那覇市男女共同参画計画（なは男女平等推進プラン）

1309 47 沖縄県 2051 宜野湾市 第3次宜野湾市男女共同参画計画～はごろもぷらん～ 平成27年4月 令和2年4月 https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/shiminkyodo/1/3/6952.html ○ 第3次宜野湾市男女共同参画計画　～はごろもぷらん～

1310 47 沖縄県 2077 石垣市 第3次石垣市男女共同参画計画（改定版）　～いしがきプラン～ 平成28年3月 令和3年3月 https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/13/kaiteiban.pdf ○ 第3次石垣市男女共同参画計画（改定版）　～いしがきプラン～

1311 47 沖縄県 2085 浦添市 浦添市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画 平成29年3月 令和4年3月 http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2014110100473/ ○ 浦添市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画

1312 47 沖縄県 2093 名護市 第２次名護市男女共同参画計画『あい・愛プラン』 平成26年3月 http://www.city.nago.okinawa.jp/municipal/2018072700061/ ○ 第２次名護市男女共同参画計画『あい・愛プラン』

1313 47 沖縄県 2107 糸満市 第３次糸満市男女共同参画計画～いちまんＶＩＶＯプラン～ 令和4年3月 https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2022050600069/ ○ 第３次糸満市男女共同参画計画～いちまんＶＩＶＯプラン～

1314 47 沖縄県 2115 沖縄市 第2次沖縄市男女共同参画計画(改定版)～ひと・きらめきプラン～ 平成30年3月 https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shisei/136/16300 〇 第2次沖縄市男女共同参画計画(改定版)～ひと・きらめきプラン～

1315 47 沖縄県 2123 豊見城市 第３次豊見城市男女共同参画プラン～とみぐすくいきいきとひとが輝くまちプラン～ 平成31年2月 http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/living/22/10052/10520 ○ 第３次豊見城市男女共同参画プラン～とみぐすくいきいきとひとが輝くまちプラン～

1316 47 沖縄県 2131 うるま市 うるま市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画 平成31年3月 https://www.city.uruma.lg.jp/culture/143/2090 ○ 第２次うるま市男女共同参画行動計画～うるま夢プラン～

1317 47 沖縄県 2140 宮古島市 第4次宮古島市男女共同参画計画～うぃずぅプラン～ 平成19年3月 令和4年3月 https://www.city.miyakojima.lg/soshiki/shityo/kikaku/jyosei/oshirase/4_wezu3kaku.html ○ 第4次宮古島市男女共同参画計画～うぃずぅプラン～

1318 47 沖縄県 3260 北谷町 第３次北谷町男女共同参画推進計画　～ちゃたんハーモニープラン～ 令和4年7月 http://www.chatan.jp/seikatsuguide/kyoudousankaku/chatan_danjokyoudou/index.html 〇 第３次北谷町男女共同参画推進計画　～ちゃたんハーモニープラン～

1319 47 沖縄県 3502 南風原町 第三次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～ 令和4年4月 http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2022062400022/ ○ 第三次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～

1320 47 沖縄県 3812 竹富町 竹富町男女共同参画推進プラン～ぱいぬ島“ウィンウィン”プラン～ 平成25年4月 http://www.town.taketomi.lg.jp/division/index.php?content_id=508 ○ 竹富町男女共同参画推進プラン　～ぱいぬ島“ウィンウィン”プラン～

https://www.town.minamiosumi.lg.jp/soumu/kurashi/danjokyoudousankaku/kihonkeikaku.html
http://kimotsuki-town.jp/chosei/shisaku_keikaku/2285.html
https://town.nakatane.kagoshima.jp/gyousei/machinojoho/shisaku-kekaku/kakushukekaku/plan.html
http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3497/
https://www.vill.yamato.lg.jp/kikaku/sonse/shisaku-kekaku/documents/danjo01.pdf
https://www.town.setouchi.lg.jp/kikaku/danjokyodosankakukeikaku.html
https://www.town.tatsugo.lg.jp/kikakukanko/kurashi/jinken/danzyo/kihonkeikaku.html
http://www.town.kikai.lg.jp/tokei/machi/keikaku/dannzyokyoudou.html
https://www.tokunoshima-town.org/kikakuka/kurashi/danjo/kihonkeikaku.html
https://www.town.amagi.lg.jp/fs/8/3/2/3/_/________________________.pdf
https://www.town.isen.kagoshima.jp/soumu/kurashi/danjo/2jizenkikodokekaku.html
https://www.town.wadomari.lg.jp/kikaku/wadomaricho/danjokyodo.html
https://www.town.china.lg.jp/kikakushinkou/kurasu/chosejoho/sesaku-hoshin/danjokyodo.html
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/dannjyosankaku/sankakukeikaku/plan4danjobyoudou.html
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/shiminkyodo/1/3/6952.html
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/13/kaiteiban.pdf
http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2014110100473/
http://www.city.nago.okinawa.jp/municipal/2018072700061/
https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2022050600069/
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shisei/136/16300
http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/living/22/10052/10520
https://www.city.uruma.lg.jp/culture/143/2090
https://www.city.miyakojima.lg/soshiki/shityo/kikaku/jyosei/oshirase/4_wezu3kaku.html
http://www.chatan.jp/seikatsuguide/kyoudousankaku/chatan_danjokyoudou/index.html
http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2022062400022/
http://www.town.taketomi.lg.jp/division/index.php?content_id=508

	市区町村

