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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

男女共同参画社会基本法では、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実

現を、21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付けています。 

佐賀市では、1998 年（平成 10 年）に「佐賀市女性行動計画 パートナーシップ 21」、2002 

年（平成 14 年）には改訂版である「佐賀市男女共同参画計画 パートナーシップ 21」を策定

しました。さらに、2007 年（平成 19 年）には市町村合併に伴い、新たな「佐賀市男女共同

参画計画 パートナーシップ 21」（第一次）を策定し、これらの計画に基づき、男女共同参画

社会の実現に向けた施策を推進してきました。また、佐賀市総合計画を推進する基本姿勢に

男女共同参画社会の実現を掲げ、2008 年（平成 20 年）には、市民一人ひとりが、そして次

世代を担う子どもたちが、活力にあふれる地域社会を築いていくためには、男女共同参画を

進めていくことが重要であるという認識のもと、「佐賀市男女共同参画を推進する条例」を施

行するなど男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを実施してきました。 

こうした取り組みを経て、男女の平等に関する意識の向上について、少しずつその成果を

上げ始めていることが見受けられますが、実際には様々な場面で、固定的性別役割分担やそ

れに基づく社会慣行が根強く残っています。また、配偶者・パートナーからの暴力の問題に

ついては、身体的な被害はもとより、近年では高度情報化やメディアの多様化から、ネット

を通じた性に基づく精神的な暴力や、男女の人権を阻害する行為などが、大きな社会問題と

なっています。 

また、少子・高齢化の進行による人口減少社会の到来、経済の低迷による失業者や非正規

雇用者の増加が進む中、家事や育児を理由に、非正規雇用を選択したり、職を離れていく女

性の割合は依然として高く、これからの経済の発展に対しては、こうした女性の能力を十分

に発揮できるような社会環境の整備が重要であることが指摘されています。 

こうした社会状況からも、男女共同参画社会の実現は、一層必要性が高まっており、本市

においては「第二次佐賀市男女共同参画計画 パートナーシップ 21」の計画期間終了を受け、

新たな取り組みを進めていくために、「第三次佐賀市男女共同参画計画」を策定することとし

ました。 
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２．計画策定の背景 

【第二次計画期間（平成 23年度～平成 27年度）の動き】 

（１） 世界の動き 

●2011（平成 23）年 

９月には、米国（サンフランシスコ）で「ＡＰＥＣ女性と経済サミット」（ＷＥＳ）が開催

されました。ここで採択されたサンフランシスコ宣言は、女性の経済への完全参加を妨げる

４つの主要課題を克服すべきことを明らかにしています。 

●2012（平成 24）年 

２月から３月にかけて開催された第 56回国連婦人の地位委員会（ＣＳＷ）では、東日本大

震災を経験した我が国が主導して提案した「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエン

パワーメント」決議案が採択されました。 

また 10月、ラオスのビエンチャンにおいて第４回女性に関するＡＳＥＡＮ＋３に合わせて、

第１回女性に関するＡＳＥＡＮ閣僚級会合が開催されました。この会合には、我が国から内

閣府特命担当大臣（男女共同参画）が参加し、閣僚級会合の整備を含む協力体制等について

協議を行い、今後の更なる協力体制の強化について話し合っていくことなどが合意されまし

た。 

●2013（平成 25）年 

９月にインドネシア共和国バリ島で開催されたアジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）女性と

経済フォーラムでは、「経済の推進役としての女性」をテーマに議論が行われました。 

●2014（平成 26）年 

３月の第 58回国連婦人の地位委員会（ＣＳＷ）において、我が国は「自然災害におけるジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案を提出し、79か国の共同提案国を得て採択

されました。この決議は、第 56回委員会に提出した決議をフォローアップするためのもので

あり、自然災害と女性に関する様々な課題について、我が国の自然災害の経験や教訓を各国

と共有し、国際社会の理解を深めることをめざして提出されたものです。 

９月には、女子差別撤廃条約の実施状況に関する我が国の第７回及び第８回報告を国連に

提出しました。 

●2015（平成 27）年 

３月に仙台市において開催された第３回国連防災世界会議では、女性のリーダーシップの

発揮について議論されたハイレベル会合に安倍総理大臣が出席し、基調講演を行いました。 

同会議で採択された「仙台防災枠組 2015-2030」には、我が国が重視した女性のリーダー

シップの重要性が盛り込まれています。 

また、2015（平成 27）年は「北京宣言」及び「北京行動綱領」の採択から 20 年に当たる

（「北京＋20」）ことから、我が国におけるそれらの実施状況に関する報告書等を国連に提出

し、同年３月に「北京＋20」を主要テーマとして開催された第 59回国連婦人の地位委員会（以

下「CSW」という。）に、外務大臣政務官を首席代表とする代表団が参加しました。 
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（２） 国の動き 

●2011（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、2011（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。 

●2012（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。 

また 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。 

●2013（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。 
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●2014（平成 26）年 

2014（平成 26）年には、「『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、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、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。 

 

（３）佐賀県の動き 

●2011（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。 

●2012（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、社会復帰をめざして、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。 

●2012（平成 25）年 

８月に「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。 

●2013（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。 

また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めざす「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。 
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（４）佐賀市の取り組み 

●2011（平成 23）年 

 

●2012（平成 24）年 

 

●2012（平成 25）年 

 

●2013（平成 26）年 
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３． 現れてきた課題 

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。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

「佐賀市男女共同参画を推進する条例」に掲げる基本理念のもとに、市民一人ひとりが互

いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく社会のあらゆる分野にお

いて、その個性と能力を発揮することができる佐賀市の実現をめざします。 

 

（１）男女の人権の尊重 

男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取り扱いを受けな

いこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重

されること。 

 

（２）生涯にわたる心身の健康 

男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、それぞれの人生のあり方を自ら

決定できるよう配慮されること。 

 

（３）家庭生活における活動と他の活動の両立 

家族を構成する男女が、性別にかかわりなく相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の看護及び介護その他の家庭生活における活動について、家族の一員としての役割を円

滑に果たすとともに、それらの活動以外の活動を行うことができるようにすること。 

 

（４）社会における制度又は慣行についての配慮 

社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をでき

る限り中立なものとするよう配慮されること。 

 

（５）政策等の立案及び決定への共同参画 

男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び

決定に、共同して参画する機会が平等に確保されること。 

 

（６）国際的協調 

男女共同参画の推進に関する取り組みが、国際的協調の下に行われること。 
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２．計画の特徴 

（１）男女共同参画社会の実現に関する基本的な考え方については、第一次、第二次の「佐

賀市男女共同参画計画」を継承しています。 

（２）第二次「佐賀市男女共同参画計画」における取り組みの評価と検証を行い、課題を整

理するとともに、関係法令、市の関係計画等との整合性を図り、より実効性のある計

画内容としました。 

（３）この計画中「基本方向Ⅴ」については、「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」と一体化した、「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」第２条の３第３項に基づく、市町村ＤＶ対策基

本計画と位置付けます。 

（４）成果目標を基本方向ごとに設け、市民意識調査等にて測ることとしています。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の

事業に数値目標を設定しています。 

 

３．計画の性格 

（１）この計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条に基づき策定し、その理念を踏まえ、

国・県などの計画と整合性を図りながら推進するものです。 

（２）この計画は、「第２次佐賀市総合計画」の個別計画として策定するとともに、他の個別

計画との整合性を図り策定しています。 

（３）この計画は、「佐賀市男女共同参画を推進する条例」第 11 条に基づき策定し、男女共     

同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものです。 

（４）この計画は、佐賀市における男女共同参画社会の実現のために、行政とともに、市民、

事業者、自治組織等、教育に携わる者が一体となって取り組むために策定されたもの

です。 

 

４．計画の期間 

この計画の期間は、平成 28 年度（2016 年度）から平成 32 年度（2020年度）までの５か

年とします。 
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第３章 計画の内容 

基本方向Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画社会の意識づくり 

【基本的な考え方】 

男女が互いを認め合い、尊重し、その個性と能力が十分に発揮される男女共同参画社会を

実現するためには、家庭、地域、学校、職場などのあらゆる場において、「男は仕事、女は家

庭」というような固定的性別役割分担意識を見直すとともに、個人の意思によって多様な選

択ができる社会をめざすことが必要です。 

佐賀市においては、市民意識調査結果の経年比較によると、固定的性別役割分担意識に反

対する人の割合は年々増加傾向にありますが、実際に家事や育児を担っているのは女性が多

いという現状も見受けられます。また、社会の様々な場面での男女の平等感については、学

校教育の場を除き男性の優遇感が強くなっている傾向にあります。 

誰もがいきいきと暮らせる男女共同参画社会は、一人ひとりが、また次世代を担う子ども

たちが、お互いを尊重し合い、ともに社会を構成する一員としての自覚を持つことで実現さ

れます。「男だから、女だから」と個人の生き方が制限されることなく、その個性と能力が十

分に発揮されるような、家庭や学校、地域社会を通じた男女共同参画の意識づくりが必要で

す。 

また国際社会では、女性の経済への完全参加に関する協議が進められているほか、我が国

が重視した防災への女性のリーダーシップの発揮についても議論が行われており、国際的協

調のもと、男女共同参画に関する国際規範や基準及びその意義を理解し、意識を高めていく

必要があります。 

 

重点目標１．男女共同参画意識の醸成 

 重点目標２．性別によらない教育・学習の充実 
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基本方向Ⅱ 男女が互いを認め合う社会づくり 

【基本的な考え方】 

日本国憲法においては、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、これが「男女共同

参画社会基本法」の理念の一つとなっています。男女共同参画社会は、男女の人権を尊重し

合い、ともに社会を構成する一員として自覚を持つことではじめて実現するものです。 

近年では、男女共同参画社会の推進に関する様々な啓発、教育の場を通して、この男女の

人権についても理解が進んでいます。 

しかしながら、一方ではＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の深刻化や、セクシュア

ル・ハラスメントによる被害も、依然問題となっています。 

また、高度情報化の進展に伴い、携帯電話やインターネットなど新しい形態のメディアが

急速に普及し、膨大な情報が氾濫している中、メディアが伝える情報を自分自身で判断して

活用する能力が必要となっています。このため、メディアにおける表現について、人権配慮

の視点から取り組みを推進するとともに、メディア情報を受ける側も、ジェンダーの視点か

ら客観的に読み解く能力（メディア・リテラシー）を向上させる必要があります。 

さらに、性情報の氾濫や性に対する意識の変化、互いの性への理解不足などにより、望ま

ない妊娠による人工妊娠中絶が後を絶たない状況にあります。女性の妊娠・出産や更年期に

おける健康上の問題、不妊に悩む夫婦への支援や性感染症の予防など、男女それぞれの性が

尊重されるよう正しい知識の普及・啓発を推進する必要があります。 

また、身体上の性別と心の性が異なる性同一性障害の人など性的少数者は、それを理由と

して困難な状況におかれている場合が多く、このような人たちに対する理解の促進も必要で

す。 

 

重点目標１．性に関する理解の促進 

  重点目標２．女性に対するあらゆる暴力の根絶 

  重点目標２．ハラスメント等暴力防止対策の推進 

重点目標３．生涯にわたる心と身体の健康づくりの推進 
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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 

【基本的な考え方】 

男女が社会の対等な構成員としてお互いを認め合い、その個性と能力を十分に発揮し、あ

らゆる分野への男女共同参画を促進する社会づくりを推進していくためには、政策・方針決

定過程への女性の参画を促進し、新たな視点や意見を取り入れていくことが大切です。 

行政における政策・方針決定の場への女性の参画については、各種審議会、委員会等にお

いて積極的に女性の参画率を上げる必要があります。一方、民間の事業所に対しては、国が

示す、女性の活躍により経済を活性化させることの意義や、その取り組みに関して情報提供

を行い、積極的に役員・管理職に女性を登用するよう働きかけていくことが必要になります。 

また、家庭では、核家族化の進行により世帯人員が減少する中、家事、育児、介護等につ

いて、家族がお互いに協力し合いながら担っていけるよう、固定的性別役割分担意識を解消

していく必要があります。それと同時に、お互いの話し合いのもと各自の生活様式の調整を

図り、それぞれが家族的責任を果たしていくことが重要です。 

そのほか、まちづくりを進める地域活動においても女性の視点を取り入れるなど、多種多

様なニーズに対応できるよう、男女が共に参画しやすい環境整備を進め、地域の活性化を図

っていくことが重要となります。 

 

重点目標１．政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 重点目標２．家庭や地域社会における男女共同参画の推進 
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基本方向Ⅳ 男女が共に働きやすい環境づくり 

【基本的な考え方】 

労働は人間としての基本的権利であり、生活の経済的基盤です。性別を問わず、経済的な

自立のもと、男女平等で生きがいをもって働くことができる就労機会を確保するとともに、

働きやすい環境づくりを進めていく必要があります。 

これまでも「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」の改正など、制度上の男女平

等は進められてきましたが、賃金、職種、雇用形態、管理職等への登用など、現実には働く

女性を取り巻く就業環境は、未だ多くの課題を抱えています。また、農林水産業、商工業な

どで、女性が生産や経営の担い手として重要な役割を担っている場合でも、男性との間に待

遇や報酬等での格差が存在するケースが見受けられます。 

よって、男女が性別によって差別されず、ともに能力を活かし合いながら働く環境整備を

進めるため、男女ともに均等な就業機会と、性別にとらわれない、個人の能力に基づく雇用

管理の実現を図るとともに、結婚・出産した女性が働き続けられる環境づくりや、多様な保

育・子育てサービスを提供、浸透させる必要があります。また、個人が多様な就労形態を選

択できる社会をめざし、事業者と連携を取りながら、雇用形態や労働条件の整備を促進する

とともに、各自の生活様式に合わせた多様な働き方を可能とするワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の推進も重要となります。 

加えて、女性が充分に能力を発揮し、活躍できるような環境整備に向けて、女性の積極的

な登用や能力開発を図るため、事業者への情報提供や働きかけと、女性に対する学習機会の

提供等による意識や技能の向上に向けた取り組みも必要です。 

また、庁内においても男女共同参画への取り組みを進め、男女共同参画の意義や必要性に

関する認識を共有することが重要です。そのために、職員を対象とした研修機会の充実を図

り、意識の改革を進めるとともに、男女の均等な職場配置と女性の登用促進、特定事業主行

動計画に基づいた子育てしやすい職場環境の整備、それぞれのライフスタイルに合ったワー

ク・ライフ・バランスの実現に積極的に取り組む必要があります。 

 

 重点目標１．事業所における男女共同参画の推進 

 重点目標２．雇用における男女均等な機会と待遇の確保の促進 

 重点目標３．男女の仕事と生活の調和の推進 

重点目標４．農林水産業、商工業等における男女共同参画の促進 

重点目標５．庁内における男女共同参画推進体制の整備 
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基本方向Ⅴ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）のない社会づくり 

＜佐賀市配偶者等のからの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の支援に関する基本計画＞ 

 

【基本的な考え方】 

暴力は重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。 

男女共同参画の視点からは、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）が大きな問題として

注目されますが、その多くは家庭内において発生するため、外部からの発見が困難で潜在化

しやすく、しかも加害者には罪の意識が薄いという傾向があります。また、ＤＶの被害者の

多くは女性であり、その背景として、性別による固定的な役割分担意識や、男女間の社会的

地位、経済力の格差等の社会状況があり、配偶者等が暴力を加えることは、個人の尊厳を害

し、男女平等実現の妨げとなっています。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、ＤＶを防止し、

被害者を保護するための社会全体による取り組みが必要です。 

国では、平成 13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「Ｄ

Ｖ防止法」という。）が制定され、平成 16年、平成 19年と２度の改正がなされました。これ

らの法改正の中で、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立支援を含め、その

適切な保護を図ることは、国及び地方公共団体の責務であるとされています。特に平成 19年

の法改正においては、市町村の役割が明確にされ、基本計画の策定や配偶者暴力相談支援セ

ンターの設置が努力義務とされるなど、市町村の役割も大きくなっています。 

一方で、これまで相談しやすい環境の整備、関係機関との連携、支援マニュアルの整備等

に取り組んできましたが、ＤＶに関する相談件数が増加している現状や複合的な問題を抱え

る被害者の１日も早い救済を考えると、これまで以上にきめ細かな対応が必要です。 

今回の「第三佐賀市男女共同参画計画」においては、このような趣旨のもと、平成 25年に

策定された「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年度～平成 27年度）」の計画期間終了に併せ、当該計画を一体化し、男女共同参画

社会の実現に向けた様々な取り組みとともに、配偶者等からの暴力の防止及び被害者への支

援を、関係機関と連携を図りながら総合的に推進していきます。 

 

 

 重点目標１．ＤＶの根絶に向けた啓発と教育の充実 

 重点目標２．安心して相談できる窓口及び被害者支援体制の充実 

 重点目標３．切れ目のない支援に向けた関係機関等との連携強化 

 


