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１．国及び県の施策動向 

（１）国の動き 

〇平成 21年 

平成 21年は、男女共同参画社会基本法（平成 11年 6月 23日公布・施行）の制定 10周年、

女子差別撤廃条約採択（1979（昭和 54）年 12月 18日）から 30周年を迎える節目の年であ

り、我が国の女子差別撤廃条約の進捗状況について女子差別撤廃委員会で審議が行われ、多

くの勧告が含まれた最終見解が出されました。 

 

〇平成 22年 

平成 22年度には、男女共同参画会議等における議論を通して、男女共同参画社会基本法施

行後 10年間の反省を踏まえ、実効性を重視した「第 3次男女共同参画基本計画」が策定され

ました（平成 22年 12月）。この計画では、重点分野ごとに設けられた 82項目の成果目標と

161 の参考指標とをあわせて、その推移をフォローアップすることで実効性を確保すること

とされています。 

 

〇平成 23年 

平成 23年 3月に発生した東日本大震災では、高齢者を中心に女性の死者が男性の死者を上

回り、人口移動の面からも女性の方が男性よりも震災の影響が強くうかがえるなど、女性は、

子ども、高齢者、障害者等の災害時要援護者と同様に、負の影響を受けることが認識されま

した。また、避難生活や、その後の復旧・復興プロセスにおいて、女性には男性とは異なる

ニーズや配慮が必要であることも改めて浮き彫りとなりました。こうした状況を受け、平成

23 年 6 月に成立した東日本大震災復興基本法の基本理念には、「被災地域の住民の意向が尊

重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと」

が明記され、新たな「防災基本計画」（平成 23年 12月中央防災会議決定）においても、避難

場所の運営における、女性の参画及び女性や子育て家庭のニーズに配慮した運営、応急仮設

住宅における、女性を始めとする生活者の意見を反映することなどが盛り込まれています。 

 

〇平成 24年 

平成 24 年 6 月には、女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚会議において、「女

性の活躍促進による経済活性化」行動計画が策定されました。同計画は、その後、日本再生

戦略（平成 24年 7月 31日閣議決定）にも反映され、男女共同参画会議や、内閣府の検討会

において、ポジティブ・アクション等の課題や、企業における女性の活躍の「見える化」を

促進するための取り組みが検討されました。 

平成 24 年 12 月に発足した第二次安倍内閣では、女性活力・子育て支援担当大臣が設けら

れ、男女が共に仕事と子育てを両立できるような環境整備や、仕事で活躍している女性も家

庭に専念している女性も、それぞれのライフステージに応じて輝けるような取り組みが内閣

を挙げて進められています。 
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〇平成 25年 

平成 25年 4月、内閣総理大臣から経済界に対し、全上場企業において積極的に役員・管理

職に女性を登用すること、まずは役員に一人は女性を登用すること、及び子どもが３歳にな

るまで、育児休業や短時間勤務を取得したい男女が取得しやすいように職場環境を整備する

ことが要請されました。 

また、平成 25年 2月から開催された、若者・女性活躍推進フォーラムでは、5月に「我が

国の若者・女性の活躍推進のための提言」を取りまとめました。この提言を踏まえ、平成 25

年 6月に閣議決定された「日本再興戦略」においては、「出産・子育て等による離職を減少さ

せるとともに、指導的地位に占める女性の割合の増加を図り、女性の中に眠る高い能力を十

分に開花させ、活躍できるようにすることは、成長戦略の中核である。」とし、女性が活躍で

きる環境整備を推進することとしました。 

 

〇平成 26年 

「『日本再興戦略』改訂 2014」（平成 26 年 6 月閣議決定）において、女性の活躍推進の取

り組みをより一層進めるための施策方針を示すとともに、平成 26年 9月の第２次安倍改造内

閣発足時には、新たに女性活躍担当大臣を内閣に置き、同年 10月には、女性活躍推進に関す

る政府の司令塔として、全閣僚を構成員とする「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設

置しました。 

同月に同本部で「すべての女性が輝く政策パッケージ」を決定するとともに、女性の活躍

推進の取り組みを一過性のものに終わらせず、着実に前進させるための新たな枠組みとして、

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」（以下「女性活躍推進法案」という。）

を国会に提出するなど、すべての女性が輝く社会に向けた基盤整備が進められました。 

 

〇平成 27年 

平成 26年 10月 6日、男女共同参画会議は、内閣総理大臣から男女共同参画社会基本法を

踏まえた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本的な方向について諮問を受けま

した。これを受け、男女共同参画会議の下の計画策定専門調査会において、女性に対する暴

力に関する専門調査会における議論も踏まえ、「第４次男女共同参画基本計画策定に向けての

基本的な考え方（素案）」を取りまとめました（平成 27年 7月）。 

男女共同参画社会の形成の促進は、社会全体に広く関わる取り組みであることから、今後、

この基本的な考え方（素案）に対して、地方公聴会やパブリックコメントを実施し、幅広く

国民からの意見を聴取し、それらの意見も踏まえ、計画策定専門調査会において更に審議を

行い、「第４次男女共同参画基本計画策定に向けての基本的な考え方」として、男女共同参画

会議から答申を行う予定となっています。 
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【「第４次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（素案）」の概要】 

 

１．男女共同参画基本計画の目指すべき社会 

男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）においては、「男女共同参画社会の形成」

を、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」（第２条）と定義

し、その促進に関する基本的な計画として、男女共同参画基本計画を定め、施策の総合的か

つ計画的な推進を図ることとしています（第 13条）。 

第４次男女共同参画基本計画（以下「４次計画」という。）の策定に当たっては、目指すべ

き社会として以下の４つを提示し、その実現を通じて、男女共同参画社会基本法が目指す男

女共同参画社会の形成の促進を図っていきます。 

 

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力

ある社会 

② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③ 男性中心型労働慣行等の変革などを通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実し

た職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることができる社会 

④ 男女共同参画を我が国における最重要課題として位置づけ、国際的な評価を得られる社会 

 

２．第４次男女共同参画基本計画の策定方針と構成 

第４次計画の策定方針は、目指すべき社会及び最近の社会情勢を踏まえ、次の通りとしま

す。 

① ４次計画は、今後 10年間を見通した目標と今後５年間に実施する施策の基本的な方向と

具体的な取組をまとめるものであり、施策の選択と集中、推進体制の強化を通じ、真に実

効性のある計画とする。 

② 計画における政策目的を明確化し、効果的な計画の推進を図るため、個別分野を３つの政

策領域（「Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍」、「Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現」、「Ⅲ 男

女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備」）に体系化する。 

③ 計画の効果的な推進に向けた、実効性あるフォローアップを行うため、各分野における成

果目標及び参考指標を設定することに加え、３つの政策領域毎に重点的に監視・評価すべ

き目標を設定する。 

④ 「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」を女性の活躍推進とともに、男女ともに暮

らしやすい社会を実現するために特に必要な要素として計画全体にわたる横断的視点と

して冒頭に位置付け、職場、地域、家庭などあらゆる場面における施策を充実する。 

⑤ 社会の多様性と活力を高め、我が国経済が力強く発展していくための重要な目標である

30％目標達成に向け、女性活躍推進法【第 189国会に提出。可決・成立した場合。】の着

実な施行とともに、更に踏み込んだポジティブ・アクションの実行等を通じて積極的な女
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性採用・登用を進める。加えて、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするため

の取組を進める。 

⑥ 非正規雇用労働者やひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性が増加している中で、

公正な処遇が図られた多様な働き方の普及等、働き方の二極化に伴う諸問題への対応を進

めるとともに、困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援を行うこと

により、女性が安心して暮らせるための環境整備を進める。 

⑦ 東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対策・ノウ

ハウを施策に活かすとともに、国内外に発信する。 

⑧ 女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対応しつつ、女性に対するあらゆる暴力の根絶

に向けて取組を強化する。 

⑨ 国際的な潮流を踏まえつつ、国際的な規範・基準の尊重等に努めるとともに、国際社会へ

の積極的な貢献の推進により、男女共同参画に関して国際社会における我が国の存在感及

び評価を高める。 

⑩ 地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、地域における推

進体制を強化する。 

 

（２）佐賀県の動き 

〇平成 23年 

平成 23年３月には、「佐賀県男女共同参画基本計画（２０１１－２０１５）」が策定されま

した。本計画では、４つの基本方向の下に８つの重点目標を定め、４つの数値目標を掲げ、

平成 27（2015）年度までの５年間に、県民・事業者・各種団体・ＣＳＯ等の参画や協働によ

り、男女共同参画に関する施策を推進することとされています。 

 

〇平成 24年 

平成 24年７月に、性暴力の被害にあわれた方の、こころと体の早期回復、社会復帰を目指

して、きめ細やかな支援を行う「性暴力被害者支援モデル事業」が開始されました。 

 

〇平成 25年 

平成 25年８月には、「佐賀県職員男女共同参画推進行動計画（２０１３－２０１６）」が策

定されました。本計画では、職員の育児・介護への参画促進の取り組みや、セクハラ防止に

係る取り組みの充実・強化を図るとともに、「男女共同参画の日」の意識づけとして、一斉定

時退庁に取り組むこととされています。 

 

〇平成 26年 

平成 26年１月には、女性の活躍により、企業の発展及び地域活性化を図るとともに、女性

が能力や感性を発揮し、生き生きと働き続けられる社会づくりを行うことを目的として「女

性の大活躍推進佐賀県会議」が設置されました。 
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３月には「佐賀県ＤＶ被害者支援基本計画」（第３次計画）が策定されました。この計画に

は、性暴力被害者のための相談体制の整備、義務教育における暴力予防教育の推進等が新た

に加えられています。 

９月には、内閣府と連携して、もっと女性が活躍できる社会を目指す「輝く女性応援会議

in佐賀」が開催されました。 

10月には、「男女共同参画社会づくりのための佐賀県民意識調査」が実施されています。 

 

 

２．意識調査結果にみる課題 

（１）男女共同参画に関する市民意識調査 

男女共同参画社会に関する意識についてみると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と

いう固定的性別役割分担意識については、若い年齢層を中心に、男性でも“反対”と考える

層が増えてきています。また、家事・育児等家庭での役割は、男女ともに同じように、また

は家族全員ですることが望ましいという意見が多くなっています。しかし、実際に家事を担

っているのは主に女性であるという結果も出ており、理想と現実の間に差があるという実態

も浮き彫りになっています。 

女性が仕事を持つことについては、「出産・育児期間は一時退職し、子どもが成長したら再

び仕事に就くほうがよい」とする（再就職型）を選択する人の割合が、性・年齢別の各層で

最も高くなっていることから、固定的な役割分担には反対しても、実際の就労を考えた場合、

出産を機に一旦仕事をやめたほうがよい、やめざるを得ないという選択をする人も多いこと

がうかがえます。またこのような現状を受け、女性 30代以上では非正規での就労基部の割合

が高くなっています。こうした状況からは、継続的な就労を希望しながらも、いったん職を

辞する選択をせねばならず、十分に能力を発揮する機会や場を得ることができなかった女性

が、その能力を生かして働くことができるよう、男女が共にワーク・ライフ・バランスに配

慮した働き方ができ、また、継続した就労を可能にするような働き方や、職場の雰囲気を含

めた就労環境の見直しなど、具体的な取り組みを進めていくことが必要であると考えられま

す。 

また、「家庭」や「職場」においては、「男性優遇」と感じる人の割合が減少傾向を示して

いるものの、「地域や社会活動の場」などでは増加傾向にあり、加えて全ての分野で「男性優

遇」と感じる人の割合が高いことから、さらなる広報・啓発が求められます。 

このほか、ＤＶについては、前回の調査結果と比べ、「我慢した」は減少していますが、回

答割合そのものは高くなっています。一方で、「相談しようと思わなかった」は増加している

ことから、被害が表面化していないケースも多く存在することが推察されます。このなかで

も、支援が必要なケースについては、従来からの被害防止対策も含め、ＤＶ防止の啓発と相

談窓口のＰＲとともに、各窓口の緊密な連携による情報提供・収集を通して支援に結び付け

る取り組みも必要であると考えられます。 
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（２）男女共同参画に関する中学２年生意識調査 

固定的役割分担意識について、「男（女）だから、…しなさい（するな）」と言われたこと

がある回答の割合は年々減少傾向にありますが、言われた相手としては、母親、父親、祖父

母の順で割合が高く、多くは家庭内で発生していることが伺えます。また、言われる割合は

「女子」が「男子」より高くなっています。 

家庭生活の実態をみると、実際に家事をしている人は、多くの項目で「母親」の割合が高

く、子どもの世話やしつけでは、男性（父親）の割合も他に比べて高い傾向にありますが、

全体に母親の家事負担が大きい状況が見受けられます。 

 市民意識調査の中では、若い年齢層を中心に、固定的役割分担意識について反対する意見

が増加していることが見受けられる一方、依然家庭の中では、「男らしさ、女らしさ」といっ

た考え方が残っており、加えて現実に、女性の家事負担が大きくなっている様子が伺えます。

こうした状況からは、子どもの世話をする親・祖父母に対して、子どもが固定的な役割分担

意識にとらわれない教育を進めていくことができるよう啓発を進めていく必要があります。

また、実際の家事役割分担についても、性別にとらわれず、家族で出来る限り共有できるよ

う見直しを進めていく必要があります。 

 一方、中学生というのは思春期に入る時期で、男女の差別ではなく区別を意識するように

なるため、「男性だから、女性だから」ということで、社会の中でどのように振る舞わなけれ

ばいけないと規定される“社会的な性差”が、どういうものかわからないままに答えている

可能性があります。その結果、この「男・女らしさ」に対し、依然肯定意見が多く出さてい

ることに結び付くのではないかと考えられます。この年代では、どうしても生物的な性差だ

ととらえてしまう可能性があり、ここでは社会的な性差について問題にしているだという説

明が改めて必要であり、また中学生にとどまらず、これを教える先生や保護者を含めた大人

たちについても、こうした点に配慮して意識啓発の取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

３．第二次計画の事業進捗状況評価 

（１）事業進捗状況の総括 

第二次佐賀市男女共同参画計画では、①成果目標（指標）を基本方向ごとに設け、市民意

識調査等の結果から、その達成状況を図ることができるようにしています。また、施策の達

成状況を明確にするため、基本方向の達成に向けて担当課が実施する施策事業について、可

能なものについては②数値目標を設定しました。 

またここでは、そのほかの事業について、取り組みが計画に沿って実施されたかどうかを、

③事業取組目標の達成状況として進捗状況評価を行いました（別表参照）。 

注）以下の結果は、現時点での進捗状況を確認するものであり、本来の目標年度（平成 27年度）が出

ていないため、平成 26年度実績を用いて評価を行ったものです。 

 

 男女共同参画社会の実現に向けて設定した事業は、その取り組みが実際に行われたかどう

か（③事業取組目標）についてはおおむね達成しています。 

 その中で数値目標を設定したもの（②数値目標）については、「基本方向Ⅱ.男女が互いを

認め合う社会づくり」で、全ての目標が現段階で達成しています。また「基本方向Ⅰ．人権

の尊重と男女共同参画の意識づくり」「基本方向Ⅲ．あらゆる分野への男女共同参加を促す社

会づくり」「基本方向Ⅳ．男女が共に働きやすい環境づくり」でも、目標の過半数が達成して

いる状況です。一方、「基本方向Ⅴ．男女共同参画社会を進める市役所づくり」では、数値目

標３項目のうち現段階の未達成が２項目となっています。 

 そして①成果目標については、「基本方向Ⅰ．人権の尊重と男女共同参画の意識づくり」で

は、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考えに反対する人の割合が、現段階で目標

数値を超えています。 

「基本方向Ⅱ．男女がお互いを認め合う社会づくり」では、性別により差別を受けた経験、

ＤＶやセクシャル・ハラスメントを受けた経験、心身の健康に大きな不安を感じている人の

割合を目標値として設定していますが、この性差別、セクハラ・ＤＶについて、被害が完全

に無くなる（0.0％）ことを目標としているため、達成の難易度は高く、現時点では未達成で

す。ただし今後も、この目標に向けた取り組みを続けていくことが重要です。 

「基本方向Ⅲ．あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり」では、女性の審議会等

への参画率が、現時点で目標を超えています。一方で、地域や社会活動、家庭での男女の平

等感については、今回の市民意識調査の結果で目標を下回りました。 

「基本方向Ⅳ．男女が共に働きやすい環境づくり」では、いずれも目標をやや下回ってい

る状況ですが、経年変化をみると、次第に目標値に近づく傾向にあり、これも継続して取り

組むことが必要な課題であると考えられます。 

「基本方向Ⅴ．男女共同参画社会を進める市役所づくり」では、女性監督職の登用率、男

性の育児休業取得率が目標値と設定され、いずれも未達成ですが、職場や仕事の状況、該当

者自身の意向等様々な要件が関わってくるため、短期的な改善は難しいと考えられ、近年で

はほぼ横ばいとなっています。この問題は全国的にも同様の傾向にあり、今後、国でも女性



8 

 

の能力発揮や、男女の働き方について一層の取り組みを進めていくこととされていますので、

そうした状況も踏まえながら、引き続き取り組みを進めていくべき課題となります。 

 

（２）基本方向別にみる課題 

①基本方向Ⅰ．人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

基本方向Ⅰでは、重点目標として「１．男女共同参画意識の醸成」、「２．性別によらない

教育・学習の充実」に取り組んできました。 

「１．男女共同参画意識の醸成」に向けては、様々な方法により市民向けの情報提供に取

り組んできた結果、男女共同参画に関するチラシ、グッズ等への広告掲載は目標を達成して

います。また、市民向け講座の参加者数では、平成 26年度の実績は目標を下回っていますが、

前年平成 25年度には目標を大きく上回っており、年度ごとの変動を考慮すれば、目標に近い

水準に達しているものと考えられます。一方、公民館・生涯学習センターの広報紙への掲載

は現段階で目標未達成ですが、今後は男女共同参画週間等に併せて関連記事の掲載を依頼す

るなど、効果的な方法で働きかけを行うことで、目標の達成に向けて取り組んでいく必要が

あります。 

「２．性別によらない教育・学習の充実」では、目標値を大きく上回るものも多く、特に

学校を介した教育事業や、人権・同和教育学級で達成度が高くなっています。 

 

②基本方向Ⅱ．男女が互いを認め合う社会づくり 

基本方向Ⅱでは、重点目標として「１．性に関する理解の促進」「２．女性に対するあらゆ

る暴力の根絶」「３．生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進」を掲げています。 

「１．性に関する理解の促進」では、様々な情報提供・啓発事業及び相談体制の整備が行

われていますが、各事業の実施は進み、数値目標についても高い水準で達成している状況で

す。 

「２．女性に対するあらゆる暴力の根絶」では、ＤＶ・セクハラに関する理解促進と、Ｄ

Ｖ等が発生した場合、様々な関係機関が連携して相談を受け付ける体制の整備が進められて

います。また、「３．生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進」では、保健事業と併せた身

体と心のケア、理解促進のための啓発事業、相談対応が行われています。 

 

③基本方向Ⅲ．あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり 

基本方向Ⅲでは、「１．政策・方針決定過程への女性の参画拡大」「２．家庭や地域社会に

おける男女共同参画の推進」を重点目標としています。 

「１．政策・方針決定過程への女性の参画拡大」では、女性の審議会等への参画の促進に

向けた、女性人材リストの登録などで目標値を大きく上回っており、結果、成果指標である

女性の審議会等への参画率も、目標値を上回っています。一方、「２．家庭や地域社会におけ

る男女共同参画の推進」では、家庭における父親の家事・育児参加に関する取り組みについ

ては達成率が高く、公民館等、地域活動を介した男女共同参画の推進に関する取り組みも目

標を達成しています。ただし、市民意識調査の結果では、“家庭”“地域や社会活動”に関す

る男女の平等感は目標値より低かったことから、今後もこの分野での取り組みは重要です。 
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④基本方向Ⅳ．男女が共に働きやすい環境づくり 

基本方向Ⅳでは、「１．事業所における男女共同参画の推進」「２．雇用における男女均等

な機会と待遇の確保の促進」「３．男女の仕事と生活の調和の推進」「４．農林水産業、商工

業等における男女共同参画の促進」が重点目標となっています。 

「１．事業所における男女共同参画の推進」について、事業所に対する啓発を中心とした

目標は達成されています。「２．雇用における男女均等な機会と待遇の確保の促進」では、企

業への啓発や女性の能力発揮に関する支援、子育て・介護に関する支援等を目標に取り組ん

できました。このうち子育て支援に関して、在住外国人対象の育児サークルの開催数は、実

施形態が変わったこともあり目標に達していませんが、その他の子育て支援に関する取り組

みは、ほぼ目標を達成しています。一方で、介護教室における男性受講者の割合は目標を下

回っており、男性の参画に関する意識が未だ低い状況にあるものと思われます。 

「３．男女の仕事と生活の調和の推進」では、ワーク・ライフ・バランスの促進に関する

広報の実績が、目標を大きく上回っており、啓発に関する取り組みが進んでいます。この結

果、成果指標のワーク・ライフ・バランスの認知度は、現段階では目標値よりやや低くなっ

ているものの、近年の推移をみると高い水準に達しており、市民の認知も進んできているこ

とが伺えます。 

「４．農林水産業、商工業等における男女共同参画の促進」では、農業従事者の生産・販

売に関わる研修会等への女性の参加は、目標値を大きく上回っており、第６次産業化や加工・

販売工程では、女性の活躍が進んでいる様子が見受けられます。また、家族経営協定を結び

夫婦で共同申請をする認定農業者の数は、ほぼ目標に達しており、農業者年金の女性加入者

数も目標を上回り、男女対等な立場での農業経営に向けた取り組みについては、成果があが

ってきています。 

 

⑤基本方向Ⅴ．男女共同参画社会を進める市役所づくり 

基本目標Ⅴでは、「庁内推進体制の整備」が重点目標となっています。市役所の中から男女

共同参画社会を推進しようとする種々の取り組みのうち、男性の育児参加に向けた、出産補

助・男性育児参加休暇取得率や、ワーク・ライフ・バランスの推進を見据えた年次休暇の取

得日数割合は、いずれも現段階では目標に達しておらず、基本方向の成果指標である、女性

監督職の登用率や男性の育児休暇取得率も、目標に達していません。こうした女性の能力活

用や、男性の家事・育児参加についての具体的な指標に関する達成状況の低さは、国全体で

みても課題となっており、今後は国の第４次計画に向けた、女性の活躍推進や、働き方の見

直し等に関する取り組みと協調しながら、目標の達成に向けた取り組みを進めていく必要が

あります。 
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４．第三次佐賀市男女共同参画計画策定に向けての課題 

第二次「佐賀市男女共同参画計画 パートナーシップ 21」では、佐賀市における男女共同

参画社会の実現に向け、「人権の尊重と男女共同参画の意識づくり」、「男女がお互いを認め合

う社会づくり」、「あらゆる分野への男女共同参画を促す社会づくり」、「男女が共に働きやす

い環境づくり」、「男女共同参画社会を進める市役所づくり」の５つの基本方向を定めて施策

を推進してきたところであり、各方向の実現に向けて設定した事業については、ほぼ実施す

ることができました。 

この結果、若い年代を中心に、男女共同参画社会の推進についての認識や理解については

以前に比べて進んできたものの、現実には、特に家庭（家事・子育て・介護等）との両立や、

男性との平等な役割分担、継続的な就労と能力の発揮などの部分で、いまだ男女が平等にな

っていない実態が浮かび上がってきました。 

こうした状況は、国や県の動きからも同様の傾向が見受けられ、これまでの取り組みを振

り返る中で、実効性の重視や、その実現のための新たな施策、目標設定などが進められてい

ます。 

よって、今回の第三次佐賀市男女共同参画計画の策定にあたっては、成果として上がって

きた男女共同参画に関する啓発・理解促進に関する取り組みは、社会的性差に関する認識を

踏まえたうえで引き続き継続していくとともに、今後は、家事・育児等を理由に離職する人

を減少させ、女性の継続就労を可能にするような支援や、男性も含めた働き方の見直しによ

り、男女平等な立場で仕事と家庭を両立させ、ともにその能力を活かしていくことのできる、

具体的な環境整備に向けた取り組みを進めていくことが必要となります。 

また、これまで指導的な地位に占める割合の低かった女性の登用率を高め、能力を活かし

て活躍できるような取り組みも必要です。 

そのためには、国・県の動向を踏まえ、これと協調した実効性の高い施策の検討と展開、

あわせて、達成率の低かった成果指標についての見直しも含め、実情に即した目標を設定し

ていくことが課題となります。 

 

 


