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 男女共同参画の推進に関する年表  

年 世界の動き 日本の動き 長崎県の動き 大村市の動き 

昭和２０年 

（１９４５） 

・国際連合誕生 

・国連憲章採択 

(男女の同権は基本的人権であ

る) 

・婦人参政権の実現 

 

  

昭和２１年 

（１９４６） 

・婦人の地位委員会発足 

 

・第２２回総選挙で初の婦人参政

権を行使 

・「日本国憲法」公布 

（男女平等の明文化） 

  

昭和２３年 

（１９４８） 

・「世界人権宣言」採択    

昭和２４年 

（１９４９） 

 ・第１回婦人週間 

（４月１０日～１６日） 

  

昭和４７年 

（１９７２） 

・１９７５年を「国際婦人年」に

決定 

   

昭和４９年

（１９７４） 

・国連婦人の地位委員会で国際婦

人年活動計画を採択 

・外務省が国際婦人年のための関

係各省庁連絡会議を設置 

  

昭和５０年 

（１９７５） 

・ＩＬＯ第６０回総会「婦人労働

者の機会及び待遇の均等を促進

するための行動計画」を採択 

・「国際婦人年世界会議」（第１回

世界女性会議）を開催し、「世界

行動計画」を採択(メキシコシテ

ィ) 

・１９７６年から１９８５年まで

を「国連婦人の十年」に決定 

・総理府に「婦人問題企画推進本

部」（本部長は内閣総理大臣）を

設置し、婦人問題担当室を設置 

・「婦人問題企画推進会議」設置 

・「国際婦人年記念日本婦人問題

会議」開催 

  

昭和５１年 

（１９７６） 

・「国連婦人の十年」始まる 

 （ ～１９８５年） 

・ＩＬＯ事務局に婦人労働問題担

当室が新設 

・育児休業法（女子教育職員、看

護婦、保母等）の施行 

・民法（離婚復氏制度。離婚後も

婚姻中の氏を使えることになる）

の改正 

・労働省「第１回日本婦人問題会

議」の開催（以降毎年度） 

・「婦人問題の窓口（労政課の

設置 

 

昭和５２年 

（１９７７） 

・ＩＬＯ第６３回総会で看護職員

条約ならびに勧告を採択 

・婦人問題企画推進本部「国内行

動計画」の策定 

・労働省「若年定年制・結婚退職

制等改善年次計画」の策定 

・総理府婦人問題担当室「国内行

動計画前期重点目標」を決定 

・国立婦人教育会館開館 

  

昭和５３年 

（１９７８） 

 ・総理府「国内行動計画第１回報

告書－婦人の施策と現状－」の公

表 

・「長崎県婦人問題懇話会」の

設置 

・「長崎県婦人関係行政推進会

議」設置 

 

昭和５４年 

（１９７９） 

・「国連婦人の十年ＥＳＣＡＰ地

域会議」を開催（ニューデリー） 

・「女子に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する条約」を採択 

・法務省「相続に関する民法改正

要綱試案」を公表 

・「長崎県婦人問題懇話会」の

提言 

 

昭和５５年 

（１９８０） 

・ＯＥＣＤ「婦人の雇用に関する

ハイレベル会議」を開催 

・「国連婦人の十年中間年世界会

議」（第２回世界女性会議）を開

催（コペンハーゲン） 

・国連婦人の十年後半期行動  

プログラムの採択 

・「女子差別撤廃条約(略称)」の

署名式 

・総理府「国内行動計画第２回報

告書ー婦人の施策と現状―」を発

表 

・「女子差別撤廃条約」に署名 

・総理府「国連婦人の１０年中間

年全国会議」を開催 

・民法の一部を改正（配偶者の相

続分 1/3 から 1/2 へ） 

・「生きがいを育てる長崎県の

婦人対策」の策定 

・「婦人問題担当企画主幹」の

配置 

・「第１回市町村担当課長会議」 

の開催 

 

昭和５６年 

（１９８１） 

・「ＩＬＯ第１５６号条約「男女

労働者特に家族的責任を有する

労働者の機会均等及び均等待遇

に関する条約」及び「同勧告」を

採択 

・「女子差別撤廃条約」発効 

・「民法及び家事審判法の一部を

改正する法律」を施行（配偶者の

相続分引き上げ等） 

・婦人問題企画推進本部「婦人に

関する施策の推進のための国内

行動計画後期重点目標」を決定 

・労働省「パートバンク」の設置 

・法務省は法制審議会に国籍法部

会を設置 
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昭和５７年 

（１９８２） 

 ・労働省 男女平等問題専門会議

「雇用における男女平等の判断

基準の考え方について」を報告 

・「国民年金法等の一部を改正す

る法律」が成立 

・「長崎県内職相談センター」

を「長崎県婦人就業センタ

ー」に改組 

 

昭和５８年 

（１９８３） 

 ・法制審議会国籍法部会「国籍法

改正に関する中間試案」が決定 

・婦人少年問題審議会婦人労働部

会「男女雇用平等法審議」中間報

告 

・「婦人施策のガイド」の作成 

・「長崎県婦人問題調査」の実

施 

 

昭和５９年 

（１９８４） 

「国際婦人年の十年ＥＳＣＡＰ

地域会議」（東京）を開催 

・文部省「家庭科に関する検討会

議」報告書提出 

  

昭和６０年 

（１９８５） 

 

・「国連婦人の十年世界会議」（第

３回世界女性会議）を開催し、「婦

人の地位向上のためのナイロビ

将来戦略」（～２０００年）を採

択（ナイロビ） 

 

・「国籍法及び戸籍法」一部改正

施行（父系血統主義から父母両血

統主義に） 

・「男女雇用機会均等法」が制定 

・「女子差別撤廃条約」に批准 

 

・「婦人の十年記念事業」 

（１９８５年ＮＧＯフォーラ

ム派遣事業）（論文・意見募集） 

・「長崎パートバンク」設置 

・ラジオ・ミニ講座「女あれこ

れ」開始 

・女性情報誌「女性ながさき」

創刊 

 

昭和６１年 

（１９８６） 

 

 

 

・「男女雇用機会均等法」が施行 

・総理府「婦人問題企画推進有識

者会議」を設置 

・「企画部婦人対策室」の設置 

・「生きがいを育てる長崎県婦

人行政の歩み」の作成 

 

昭和６２年 

（１９８７） 

 ・婦人問題企画推進本部「西暦２

０００年に向けての新国内行動

計画」を策定 

  

昭和６３年 

（１９８８） 

・女子差別撤廃条約履行状況に関

する我が国の報告書審議（第１

回） 

 ・「長崎県女性海外研修事業」

の開始 

 

平成元年 

（１９８９） 

 ・「法令の一部を改正する法律」

（婚姻・親子関係等についての男

性優先規定の改正等）が成立 

  

平成２年 

（１９９０） 

・「婦人の地位向上のためのナイ

ロビ将来戦略に関する第１回見

直しと評価に伴う勧告及び結論」

採択 

 

 

 

 

・「２００１ながさき女性プラ

ンの」の策定 

・「企画部婦人対策室」を「企

画部女性行政推進室」に改称 

・「佐世保パートサテライト」

の設置 

 

平成３年 

（１９９１） 

 

 

 

・「西暦２０００年に向けての新

国内行動計画」第１次改定 

・「育児休業等に関する法律」を

公布 

 

 

 

 

平成４年 

（１９９２） 

・国連環境会議 ・「育児休業等に関する法律」の

施行 

・初の婦人問題担当大臣が任命

（内閣官房長官兼任） 

・「審議会等の委員への女性の

登用促進要網」の策定 

 

平成５年 

（１９９３） 

・「世界人権会議」(ウイーン) 

・「女性に対する暴力の撤廃に関

する宣言」採択 

・中学校の家庭科の男女必修が実

施 

・「短時間労働者の雇用管理の改

善等に関する法律」（パートタイ

ム労働法）を公布・施行 

・第４回世界女性会議日本国内委

員会の設置 

・「育児休業生活資金」の創設  

平成６年 

（１９９４） 

・「国際人口・開発会議」開催 

・１９９５年から２００４年まで

を「人権教育のための国連十年」

とする決議を採択 

・女子差別撤廃条約履行状況に関

する我が国の報告書審議(第２・

３回) 

・ＥＳＣＡＰ政府間会議（アジア

太平洋経済社会委員会） 

・総理府の「婦人問題企画推進本

部」を「男女共同参画推進本部」

に改組、「婦人問題担当室」を「大

臣官房男女共同参画室」に改組、

「婦人問題企画推進有識者会議」

を「男女共同参画審議会」に改組 

・婚姻制度に関する民法改正要綱

試案を提示 

・高等学校の家庭科の男女必修、

学年進行により実施 

・「２００１ながさき女性プラ

ン」第一次改定－男女共同参画

社会の形成を目指して－ 

・企画部参事監（女性行政担当）

を新設 

・「長崎県婦人就業援助センタ

ー」を「長崎県女性就業援助セ

ンター」に改称 

 

平成７年 

（１９９５） 

・「第４回世界女性会議」開催、 

「北京宣言」及び「行動綱領」の

採択（北京） 

 

・「育児休業等に関する法律」一

部改正し、「育児・介護休業法」

が成立 

・「ＩＬＯ１５６号条約（家族的

責任を有する男女労働者の機会

及び待遇の均等に関する条約）」

に批准 

・「企画部参事監（女性行政担

当）」を「生活環境部参事監 

（女性行政担当）」に改組、「企

画部女性行政推進室」を「生活

環境部女性行政推進室」に改組 
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平成８年 

（１９９６） 

 

 

 

 

・男女共同参画審議会答申「男女

共同参画ビジョン」－２１世紀の

新たな価値の創造－ 

・「男女共同参画２０００年プラ

ン」を策定 

・「ながさきキラキラ・ライフ

プラン」策定－２００１長崎県

農山漁村女性ビジョン－ 

・女性参政権行使５０周年記念

事業 

 

平成９年 

（１９９７） 

 ・男女共同参画審議会設置及び男

女共同参画審議会令を公布・施行 

・「改正男女雇用機会均等法」公

布（一部を除き平成１１年４月か

ら施行。差別解消努力義務から差

別禁止規定へ。セクハラ防止、ポ

ジティヴ・アクションへの対応） 

・「労働基準法」を一部改正（女

性の時間外・休日労働、深夜業規

制を解消等） 

・「育児・介護休業法」を一部改

正(働者の深夜業制限の制度創

設) 

・「『人権教育のための国連十年』

に関する国内行動計画」を策定 

・「労働省婦人局」を「労働省女

性局」に、「婦人少年室」を「女

性少年室」に改称 

・介護保険法成立 

・女性国会開催(議院５０周年記

念） 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査 

・日韓海峡沿岸女性団体交流支

援事業開始（平成 9年～１２年） 

・企画調整課に「女性行政推進

室」を設置 

・「大村市女性行政推進会議設

置要綱を策定 

・大村市女性行政推進会議で

「審議会等に女性委員の登用

を２０００年までに３０％に

なるように」女性の登用促進要

綱を制定 

・「大村市女性行政推進住民意

識調査」実施（第１回） 

平成１０年 

（１９９８） 

 

 

・男女共同参画審議会答申「男女

共同参画社会基本法―男女共同

参画社会を形成するための基礎

的条件づくり―」 

・「男女共同参画フォーラム」

開催 

・「市長との対話集会」をワー

キンググループ等が開催 

平成１１年 

（１９９９） 

・国際人口会議を開催（ハーグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「育児・介護休業法」を施行 

・「改正男女雇用機会均等法」を

施行 

・男女共同参画審議会答申「女性

に対する暴力のない社会を目指

して」 

・「男女共同参画社会基本法」の

成立（平成１３年１月同法施行） 

・「食料・農業・農村基本法」の

公布、施行（女性の参画の促進を

規定） 

・「長崎県女性問題懇話会」を

「長崎県男女共同参画懇話会」

に改称 

 委員の選任に公募制を導入 

・「生活環境部参事監（女性行

政担当）」を「県民生活環境部

参事監（男女共同参画担当）」

に、「生活環境部女性行政推進

室」を「県民生活環境部男女共

同参画室」に改称 

・ラジオ・ミニ講座「女あれこ

れ」を「With You」に改称 

・女性情報誌「女性ながさき」

を「男女共同参画だより」に改

称 

・「人権教育のための国連１０

年」長崎県行動計画策定 

・「市長と語る女性の集いを」

開催（４地区で実施） 

・「女性行政行動計画」を策定 

・「第 1 期おおむら男女共同参

画プラン」を策定 

平成１２年 

（２０００） 

・国連特別総会「女性２０００年

会議」）を開催（ニューヨーク国

連本部 

・男女共同参画審議会答申「女性

に対する暴力に関する基本方策

について」 

・同審議会答申「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－２１世紀の最重要課

題－ 

・「ストーカー規制法」を施行 

・「男女共同参画基本計画」を策

定 

・「新世紀創造フォーラム」の

開催 

・「第１次長崎県男女共同参画

計画」の策定 

・長崎県男女共同参画推進本部

設置 

 

平成１３年 

（２００１） 

 ・「男女共同参画会議」を設置 

・中央省庁等改革により内閣府に

男女共同参画局を設置 

・「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」（Ｄ

Ｖ防止法）が成立、施行 

・第１回男女共同参画週間 

・男女共同参画推進本部決定「女

性に対する暴力をなくす運動」に

ついて 

・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一部施

行（配偶者暴力相談支援センター

を除く） 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査の実施（第 2 回） 

・「大村市男女共同参画推進セ

ンター」を開館 
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平成１４年 

（２００２） 

 ・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完全施

行 

・「長崎県男女共同参画推進条

例」を施行 

・長崎県男女共同参画審議会の

設置 

・長崎県男女共同参画推進員の

設置 

 

平成１５年 

（２００３） 

「女子差別撤廃条約履行状況に

関する我が国の報告書審議」（第

４・５回） 

・母子及び寡婦福祉法等の一部を

改正する法律を施行 

・男女共同参画推進本部決定「女

性のチャレンジ支援策の推進に

ついて」 

・次世代育成支援対策推進法及び

少子化社会対策基本法を成立 

長崎県男女共同参画基本計画

の策定 

 

・第 3 期大村市男女共同参画懇

話会が市長へ提言書の提出 

（H15.3.26） 

・「大村市男女共同参画に関す

る市民意識調査」実施 

（第２回） 

平成１６年 

（２００４） 

 ・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の一部

改正（１２月施行） 

・「女性のチャレンジ大賞」「女性

のチャレンジ支援大賞」を制定 

・育児・介護休業法改正（平成１

７年４月施行） 

 ・「第 2 期おおむら男女共同参

画プラン」策定 

平成１７年 

（２００５） 

・第４９回国連婦人の地位委員会

「北京＋１０」を開催（ニューヨ

ーク国連本部） 

・改正育児・介護休業法施行 

・男女共同参画会議答申「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 

・女性の再チャレンジ支援策検討

会義「女性の再チャレンジプラ

ン」を策定 

・「男女共同参画基本計画（第２

次）」を閣議決定 

・「長崎県男女共同参画推進セ

ンター」の開設 

・「ハートパル」の愛称決定 

平成１８年 

（２００６） 

・第５０回国連婦人の地位委員会

の開催（「国内開発戦略へのジェ

ンダー視点の統合」など）（ニュ

ーヨーク国連本部） 

 

・男女共同参画推進本部決定「国

の審議会等における女性委員の

登用の促進について」 

・「男女雇用機会均等法」を改正

（平成１９年４月施行） 

・「女性の再チャレンジ支援プラ

ン」を決定 

・東アジア男女共同参画担当大臣

会合開催 

・「長崎県ＤＶ対策基本計画」

の策定 

・「県民生活環境部参事監（男

女共同参画担当）を県民生活部

参事監（男女共同参画担当）」

に改組 

・「県民生活環境部男女共同参

画室」を「県民生活部男女共同

参画室」に改組 

・「長崎県男女共同参画推進本

部」を「長崎県男女共同参画推

進会議」に改称 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査（第３回）の実施 

・｢大村市男女共同参画推進セ

ンター｣は大村市西三城町 8 番

地（総合福祉センター3 階）に

移転開館 

 

平成１９年 

（２００７） 

・第５１回国連婦人の地位委員会

を開催（「女児に対するあらゆる

形態の差別及び暴力撤廃」等）（ニ

ューヨーク国連本部） 

・「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」を改

正（平成２０年１月施行） 

・「短時間労働者の雇用管理の改

善等に関する法律」を改正 

・「子どもと家庭を応援する日本」

重点戦略とりまとめ 

・「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」及び「生

活と仕事の調和推進のための行

動指針」を策定 

・「長崎県男女共同参画基本計

画（改訂版）」の策定 

・「県民生活部参事監（男女共

同参画担当）」を「県民生活部

次長」に改組 

 

 

平成２０年 

（２００８） 

・第５２回国連婦人の地位委員会

を開催（「ジェンダー平等及び女

性のエンパワーメントのための

資金調達」等）（ニューヨーク国

連本部） 

・女子差別撤廃条約実施状況の報

告（第６回） 

・「仕事と生活の調和推進室」の

設置 

・男女共同参画推進本部決定「女

性の参画加速プログラム」 

・「次世代育成支援対策推進法」

の改正（平成２１年４月施行） 

・「長崎県子育て条例」の施行 

・「県民生活部男女協働参画室」

を「県民生活部男女共同参画・

県民協働課」に改組 

・「男女共同参画フォーラム in

ながさき」を開催 

 

平成２１年 

（２００９） 

・第５３回国連婦人の地位委員会

を開催（「HIV/AIDS のケア提供を

含む男女間の平等な責任分担」

等）（ニューヨーク国連本部） 

・「育児・介護休業法」の改正（平

成２２年６月施行） 

・男女共同参画会議「政府が実施

する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況及

び今後の取組に向けての意見」の

決定 

・「第２次長崎県ＤＶ対策基本

計画」の策定 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査（第 4 回）の実施 

・「大村市男女共同参画に関す

る市民意識調査」を実施 

（第３回） 
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平成２２年 

（２０１０） 

・第５４回国連婦人の地位委員会

（「北京＋１５」記念会合）の開

催（ニューヨーク国連本部） 

・「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための行

動指針」を改定 

・男女共同参画会議答申「第３次

男女共同参画基本計画の策定に

当たっての基本的な考え方」 

・「第３次男女共同参画基本計画」

閣議決定 

 ・第 7 期大村市男女共同参画懇

話会が市長へ提言書の提出 

（H22.10．28） 

平成２３年 

（２０１１） 

・ジェンダー平等と女性のエンパ

ワーメントのための国連機関（略

称：ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）」の正式

発足 

 ・「第２次長崎県男女共同参画

計画～ながさき“輝き”プラ

ン～」の策定 

・「第 3 期おおむら男女共同参

画プラン」の策定 

平成２４年 

（２０１２） 

・第５６回国連婦人の地域委員会

「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」

の決議案採択 

・「「女性の活躍促進による経済活

性化」行動計画」女性の活躍によ

る経済活性化を推進する関係閣

僚会議の決定 

・「県民生活部男女共同参画・

県民協働課」を「県民生活部男

女共同参画室」に改組 

・長崎県男女共同参画推進セン

ターに男性相談窓口を開設 

・「第３次長崎県ＤＶ対策基本

計画」の策定 

 

平成２５年 

（２０１３） 

 ・「日本再興戦略」の中核に「女

性活躍推進」が位置づけられる 

・配偶者からの暴力防止及び被害

者の保護等に関する法律の一部

改正（平成２６年１月施行） 

  

平成２６年 

（２０１４） 

・第５８回国連婦人の地位委員会

「ジェンダー平等と女性のエン

パワーメント」の決議案採択 

・「女子差別撤廃条約実施状況報

告（第７・８回） 

・「日本再興戦略」改訂2014に「『女

性が輝く社会の実現』」が掲げら

れる 

・「ながさき女性活躍推進フォ

ーラム」の開催 

・ながさき女性活躍推進会議の

策定 

・男女共同参画社会に向けての

県民意識調査（第５回）の実施 

 

平成２７年 

（２０１５） 

・第５９回国連婦人の地位委員会

（「北京＋２０」記念会合）の開

催（ニューヨーク国連本部） 

・「女性活躍加速のための重点方

針２０１５」策定 

・「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」が成立 

・男女共同参画会議答申「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」 

・第 4 次男女共同参画基本計画閣

議決定 

・「ウーマンズジョブほっとス

テーション」の開設 

・長崎県男女共同参画推進セン

ター及び情報誌「長崎県男女共

同参画推進センターだより」の

愛称を「きらりあ」に決定 

 

平成２８年 

（２０１６） 

・第６０回国連婦人の地位委員会

（「女性のエンパワーメントと持

続可能な開発の関連性」）の開催 

・「育児・介護休業法」の改正（平

成２９年１月施行） 

・「女性活躍加速のための重点方

針２０１６」の策定 

・「県民生活部男女共同参画室」

を「県民生活部男女参画・女性

活躍推進室」に改組 

・「第４次長崎県ＤＶ対策基本

計画」の策定 

・「第３次長崎県男女共同参画

計画～ながさき“輝き”プラン

２０２０～」の策定 

・「ながさき女性活躍フォーラ

ム」の開催 

・「大村市男女共同参画に関す

る市民意識調査」を実施 

（第４回） 

平成２９年 

（２０１７） 

・第６１回国連婦人の地位委員会

の開催 

・「女性活躍推進のための重点方

針２０１７」の策定 

 ・第 10 期大村市男女共同参画

懇話会が市長へ提言書の提出 

（H29.1.27） 

・「第 4 期おおむら男女共同参

画プラン」の策定 

 


