
２－１　男女共同参画に係る計画の策定状況　（都道府県・政令指定都市）

北北北北 海海海海 道道道道 北海道男女共同参画プラン Ｈ９．４ ～ Ｈ２０．３ 　　 Ｈ１４．３
青青青青 森森森森 県県県県 あおもり男女共同参画プラン２１ Ｈ１２．１ ～ Ｈ１９．３ ○ H１３年度見直し着手
岩岩岩岩 手手手手 県県県県 いわて男女共同参画プラン Ｈ１２．３ ～ Ｈ２３．３ ○ H２２年度
宮宮宮宮 城城城城 県県県県 みやぎ男女共同参画推進プラン Ｈ１０．４ ～ Ｈ１８．３ ○ Ｈ１４年度中

秋秋秋秋 田田田田 県県県県 秋田県男女共同参画推進計画  ｢あきた '女と男のハーモニープラン」 Ｈ１３．４ ～ Ｈ２２．３ ○

山山山山 形形形形 県県県県 山形県男女共同参画計画 Ｈ１３．４ ～ Ｈ２３．３ ○ Ｈ１８．３

福福福福 島島島島 県県県県 ふくしま男女共同参画プラン Ｈ１３．４ ～ Ｈ２２．３ ○
中間年度に検証、必要に応じ
て見直し

茨茨茨茨 城城城城 県県県県 いばらきハーモニープラン Ｈ８．２ ～ Ｈ１８．３ ○ Ｈ１４．３
栃栃栃栃 木木木木 県県県県 とちぎ男女共同参画プラン Ｈ１３．４ ～ Ｈ１８．３ ○ Ｈ１８．３
群群群群 馬馬馬馬 県県県県 ぐんま男女共同参画プラン Ｈ１３．４ ～ Ｈ１８．３ ○
埼埼埼埼 玉玉玉玉 県県県県 2001彩の国男女共同参画プログラム Ｈ７．４ ～ Ｈ１４．３ ○ Ｈ１４．３
千千千千 葉葉葉葉 県県県県 千葉県男女共同参画計画 Ｈ13年度 ～ Ｈ37年度 ○ 必要に応じて見直し
東東東東 京京京京 都都都都 男女平等推進のための東京都行動計画 男女が平等に参画するまち東京プラン Ｈ10年度 ～ Ｈ19年度 ○ H１３年中
神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県 かながわ女性プラン21 Ｈ９ ～ Ｈ２７ ○ 未定
新新新新 潟潟潟潟 県県県県 新潟･新しい波　男女平等推進プラン Ｈ１３．４ ～ Ｈ１８．３ ○
富富富富 山山山山 県県県県 とやま男女共同参画プラン Ｈ９．４ ～ Ｈ１３．３ ○ H１３年度
石石石石 川川川川 県県県県 いしかわ男女共同参画プラン2001～変わる変えるともに拓く～ Ｈ１３．４ ～ Ｈ２２．３ ○
福福福福 井井井井 県県県県 ふくい男女共同参画プラン Ｈ１０．４ ～ Ｈ２２．３ 　　 Ｈ１４．３
山山山山 梨梨梨梨 県県県県 やまなしヒューマンプラン21 Ｈ１０．４ ～ Ｈ１５．３ ○ Ｈ１３．１２
長長長長 野野野野 県県県県 パートナーシップながの２１ Ｈ１３．４ ～ Ｈ１８．３ ○ Ｈ１８．３
岐岐岐岐 阜阜阜阜 県県県県 ぎふ男女共同参画プラン Ｈ１１．４ ～ Ｈ１５．３ ○ Ｈ１４．３一部修正予定

静静静静 岡岡岡岡 県県県県 男女が共に創るしずおかプラン Ｈ７．４ ～ Ｈ１７．３ ○ 検討中
愛愛愛愛 知知知知 県県県県 あいち男女共同参画プラン２１～個性が輝く社会をめざして～ Ｈ１３年度 ～ Ｈ２２年度 ○ 必要に応じて見直し
三三三三 重重重重 県県県県 みえの男女共同参画推進プラン-アイリス21 Ｈ７年度 ～ Ｈ15年度 　　 Ｈ１４．３
滋滋滋滋 賀賀賀賀 県県県県 男女共同参画推進計画「パートナーしが2010プラン｣ Ｈ１０．８ ～ Ｈ２３．３ ○ Ｈ１４年度
京京京京 都都都都 府府府府 京都府男女共同参画計画ー新ＫＹＯのあけぼのプラン Ｈ１３．４ ～ Ｈ２２．３ ○

大大大大 阪阪阪阪 府府府府
男女協働社会の実現をめざす大阪府第3期行動計画（改定）
～新 女と男のジャンププラン～

Ｈ９．３ ～ Ｈ１３．３ ○ H１３年度中

兵兵兵兵 庫庫庫庫 県県県県 兵庫県男女共同参画計画－ひょうご男女共同参画プラン２１－ Ｈ１３．４ ～ Ｈ２３．３ 　　
奈奈奈奈 良良良良 県県県県 なら女性プラン21  奈良県女性行動計画(第二期) Ｈ８年 ～ Ｈ１７年 ○ Ｈ１３年度中
和和和和歌歌歌歌山山山山県県県県 和歌山県男女共生社会づくりプラン Ｈ１２．４ ～ Ｈ２２．３ 　　 時期未定
鳥鳥鳥鳥 取取取取 県県県県 鳥取県男女共同参画計画 Ｈ１３ ～ Ｈ１８ ○
島島島島 根根根根 県県県県 島根県男女共同参画計画（しまねパートナープラン２１） Ｈ１３．４ ～ Ｈ２３．３ ○ Ｈ１７年度
岡岡岡岡 山山山山 県県県県 おかやまウィズプラン２１ Ｈ１３．３ ～ Ｈ１８．３ 　　
広広広広 島島島島 県県県県 広島県男女共同参画プラン Ｈ１０．４ ～ Ｈ２３．３ 　　 未定
山山山山 口口口口 県県県県  -女と男ハーモニー21-やまぐち男女共同参画プラン Ｈ１０．４ ～ Ｈ１４．３ 　　 Ｈ１４．３
徳徳徳徳 島島島島 県県県県 徳島県女性総合計画 （女と男（ひととひと）輝くとくしまプラン） Ｈ９．４ ～ Ｈ１８．３ ○ 必要に応じて見直し
香香香香 川川川川 県県県県 男女共同参画社会へ向けての香川行動計画 Ｈ９．３． ～ Ｈ１３．３ ○ Ｈ１３．１０
愛愛愛愛 媛媛媛媛 県県県県 愛媛県男女共同参画計画 ～パートナーシップえひめ21～ Ｈ１３．５ ～ Ｈ２３．３ ○ 適宜見直し

高高高高 知知知知 県県県県 （こうち男女共同参画プラン（仮称）　平成１３年９月策定予定） Ｈ１３．９ ～ Ｈ２２．３ ○
中間年度に検証し、必要
に応じて見直し

福福福福 岡岡岡岡 県県県県       (   策定中　）　 Ｈ１３ ～ Ｈ１７ 　　
佐佐佐佐 賀賀賀賀 県県県県 佐賀県男女共同参画基本計画 Ｈ１３．４ ～ Ｈ２３．３ ○ 必要に応じて見直し
長長長長 崎崎崎崎 県県県県 長崎県男女共同参画計画 Ｈ12年度 ～ Ｈ21年度 ○ 時期未定
熊熊熊熊 本本本本 県県県県 熊本県男女共同参画計画（ハーモニープランくまもと２１） Ｈ１３．４ ～ Ｈ２２．３ ○ Ｈ１７年度目途に見直し

大大大大 分分分分 県県県県 おおいた男女共同参画プラン Ｈ13年度 ～ Ｈ22年度 ○
宮宮宮宮 崎崎崎崎 県県県県 ひむか女性プラン Ｈ９．２ ～ Ｈ１３．３ ○ Ｈ１４．３
鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島県県県県 かごしまハーモニープラン Ｈ１１．４ ～ Ｈ２１．３ 　　 条例制定後改定の方針決定

沖沖沖沖 縄縄縄縄 県県県県 男女共同参画社会の実現をめざす沖縄県行動計画～ＤＥＩＧＯプラン21～ Ｈ４年度 ～ Ｈ13年度 ○ Ｈ１４年３月末

計計計計 37
札札札札 幌幌幌幌 市市市市 男女の共同参画型社会を目指すさっぽろ計画(第２次女性計画) Ｈ６．４ ～ Ｈ１６．３ ○ Ｈ１５．３

仙仙仙仙 台台台台 市市市市 男女共同参画せんだいプラン Ｈ10年度 ～ Ｈ19年度 ○
国の計画を勘案後、必要
に応じて

千千千千 葉葉葉葉 市市市市 ちば男女共同参画計画ハーモニープラン２１ Ｈ１３．４ ～ Ｈ２２．３ ○ 未定
横横横横 浜浜浜浜 市市市市 ゆめはま男女共同参画プラン Ｈ１１．４ ～ Ｈ１６．３ ○ Ｈ１４．３

川川川川 崎崎崎崎 市市市市 川崎市新女性行動計画「かわさき男女平等推進プラン」 Ｈ７．１ ～ Ｈ２３．３ ○
第２期実施計画（13年度
終了）後

名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市 男女共同参画プランなごや２１ Ｈ１３．５ ～ Ｈ２３．３ 　　
京京京京 都都都都 市市市市 第２次京都市女性行動計画(改定版) Ｈ９．４ ～ Ｈ１４．３ ○ Ｈ１４．３
大大大大 阪阪阪阪 市市市市 大阪市男女共同参画プラン Ｈ１０．４ ～ Ｈ１８．３ ○ H１３年度中

神神神神 戸戸戸戸 市市市市 こうべ男女共同参画プラン21 Ｈ１０．９ ～ Ｈ２０．３ ○
国、県の計画の検討後必
要に応じて

広広広広 島島島島 市市市市 ひろしま21世紀男女共同参画プラン Ｈ９．４ ～ Ｈ２３．３ ○ Ｈ１４年度
福福福福 岡岡岡岡 市市市市 ふくおか男女共同参画プラン Ｈ７．４ ～ Ｈ２３．３ ○ H17年度（第3次実施計画）

北北北北九九九九州州州州市市市市 北九州市男女共同参画プラン Ｈ１２．４ ～ Ｈ１７．３ ○ Ｈ１７．４

計計計計 11

合合合合 計計計計 48

（注）計画のフォローアップをしている場合には「○」を記入。
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