
男女共同参画に関する行政のあゆみ

年度年度年度年度 世界(国連）世界(国連）世界(国連）世界(国連） 日本日本日本日本 栃木県栃木県栃木県栃木県 鹿沼市鹿沼市鹿沼市鹿沼市
1975
（S50）

1976 ・｢国連婦人の十年」

 （～1985）

(S51）

1977 ・国内行動計画を策定

（S52)

・国立婦人教育会館開館

1979

（S54） ・婦人行政連絡会議発足

1980
(S55）

1981
(S56）
1982
(S57）
1983
（S58)
1984
（S59）

1985
(S60)

・女子差別撤廃条約批准

1986
(S61)
1987
(S62)
1990
（H2）

1991
（H3)

・「育児休業法」公布

1992 ・「育児休業法」施行

（H4） ・婦人問題担当大臣任命

1993 ・女性青少年課に改編

（H5）

・婦人青少年係を分離し
女性課を設置

・「西暦2000年に向けての
新国内行動計画（第一次
改定）」策定

・「婦人総合センター基本
計画」策定

・「女性のための鹿沼市計
画」（改訂版）策定

・「パートタイム労働法｣施
行

・中学校での家庭科の男
女必修完全実施

男女共同参画に関する行政のあゆみ男女共同参画に関する行政のあゆみ男女共同参画に関する行政のあゆみ男女共同参画に関する行政のあゆみ

・｢国連婦人の十年」中間
年世界会議(コペンハーゲ
ン）「国連婦人の十年後半
期行動プログラム」採択

・民法及び家事審判法改
正（配偶者相続割合）

・国際婦人年（目標：平
等、発展、平和）

・国内行動計画前期重点
目標策定

・ILO事務局に婦人労働問
題担当室を設置

・国際婦人年世界会議（メ
キシコシティ）
「世界行動計画」を採択

・婦人問題企画推進本部
設置

・婦人問題企画推進会議
開催

・企画部婦人青少年課設
置

・国連第４８回総会
｢女性に対する暴力の撤
廃に関する宣言」採択

・教育委員会社会教育課
に婦人青少年係を設置

・鹿沼市婦人問題懇話会
及び婦人行政部内連絡会
議設置

・｢国連婦人の十年」ナイ
ロビ世界会議
｢婦人の地位向上のため
のナイロビ将来戦略」採択

・国民年金法改正（女性の
年金権確立）

・国連婦人の十年エスカッ
プ地域会議(東京）

・「とちぎ新時代女性プラ
ン」策定（S61～H2）

・「婦人のための鹿沼市計
画」策定

・国籍法及び戸籍法の改
正（父母両系主義採用）

・国内行動計画後期重点
目標策定

・「婦人のための栃木県計
画」策定（S56～60）

・労働婦人少年局に男女
平等法制化準備室を設置

・国連第34回総会「女子差
別撤廃条約」採択

・「西暦2000年に向けての
新国内行動計画」策定

・「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

・男女雇用機会均等法施
行

・「とちぎ新時代女性プラ
ン二期計画」策定（H3～7）

・民法改正（離婚による復
氏）

・栃木県婦人問題懇話会
設置
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1994
(H6)

・男女共同参画室設置

1995
（H7）

1996
（H8）

・とちぎ女性センター開館

1997
・「男女雇用機会均等法｣
改正

（H9）

・「介護保険法」公布

1998
（H10）

1999
（H11）

2000 ・｢介護保険法｣施行

（H12）

・女性青少年課に名称変
更

・男女共同参画推進本部
設置

・男女共同参画審議会答
申「男女共同参画ビジョ
ン」

・男女共同参画懇話会設
置

・「とちぎ新時代女性プラ
ン三期計画｣策定（H8～
12）

・女性青少年課女性係を
女性青少年課男女共同参
画担当に改組

・男女共同参画審議会答
申｢女性に対する暴力に
関する基本的方策につい
て」

・男女共同参画審議会答
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」

・国連特別総会「女性2000
年会議」開催（ニューヨー
ク）

・｢育児休業法」改正（介護
休業制度の法制化）

・財団法人とちぎ女性セン
ター設立

・男女共同参画審議会設
置

・「男女共同参画2000年プ
ラン」策定

・「ILO第156号（家庭的責
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」批准

・労働省婦人局婦人少年
室を女性局女性少年室に
名称変更

・男女共同参画審議会答
申｢男女共同参画社会基
本法について」

・｢改正男女雇用機会均等
法」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」

・｢男女共同参画基本計
画」策定

・「女性のための鹿沼市計
画」（第二期計画）策定

・第４回世界女性会議(北
京）
｢北京宣言及び行動綱領｣
採択

・ILO第175号条約（パート
タイム労働に関する条約）
採択 ・男女共同参画推進本部

設置

・「ストーカー行為等の規
制等に関する法律」公布・
施行

・「男女共同参画社会基本
法」公布・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）
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2001
（H13）

・第1回男女共同参画週間

2002
（H14）
2003

（H15）

2004
（H16）

2005
（H17）

2006
（H18）

2007
（H19）

2009
（H21）

2010
（H22）
2011 ・男女共同参画都市宣言

（H23） （平成24年3月4日）

2012
（H24）

・「男女共同参画に関する
意識調査」を実施

・｢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」の改正及び同
法に基づく基本方針の策
定

・パルティとちぎ女性セン
ターをパルティとちぎ男女
共同参画センターに名称
変更

・「栃木県男女共同参画推
進条例」施行

・栃木県男女共同参画審
議会設置

・「男女雇用機会均等法｣
改正

・「配偶者暴力防止法｣改
正

・青少年男女共同参画課
に改組

・「次世代育成支援対策推
進法」公布・施行

・｢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｣策定(H17
～20)

・｢男女共同参画基本計画
(第二次)｣策定

・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（UN Women）発
足

・｢鹿沼市男女共同参画推
進条例」施行

・「鹿沼市男女共同参画審
議会」設置

・「とちぎ男女共同参画プ
ラン(二期計画）」策定
（H18～22）

・人権推進課男女共同参
画係に名称変更

・｢鹿沼市男女共同参画プ
ラン」（第四期計画）策定

・「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
憲章」、「仕事と生活の調
和推進のための行動指
針」策定

・第54回国連婦人の地位
委員会「北京＋１５」世界
閣僚級会合（ニューヨー
ク）

・女性青少年課を市民生
活部に改組・総理府男女共同参画室

を内閣府男女共同参画局
に改編

・｢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」公布

・閣議決定｢仕事と子育て
の両立支援策の方針につ
いて」

・女性係を人権女性課に
改組

・｢かぬま男女共同参画プ
ラン2012」策定（H24～28)

・｢男女共同参画基本計画
(第三次)｣策定

・「男女共同参画に関する
意識調査」を実施

・「栃木県男女共同参画推
進条例」制定

・アフガ二スタンの女性支
援に関する懇談会開催

・「とちぎ男女共同参画プ
ラン」策定(H13～17)

・「かぬま男女共同参画プ
ラン」(第三期計画）策定

・第49回国連婦人の地位
委員会「北京＋１０」世界
閣僚級会合（ニューヨー
ク）

・男女共同参画会議設置
（男女共同参画審議会を
発展的に継承)

・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」

・「とちぎ男女共同参画プ
ラン(三期計画）」策定
（H23～27）

・とちぎ男女共同参画セン
ター開所

・「とちぎの農業・農村男女
共同参画ビジョン」策定
(H13～17)

・「第二期とちぎの農業・農
村男女共同参画ビジョン｣
策定(H18～22)
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関連用語 
 

 

 ◇アンペイドワーク ： 無償労働と訳され、賃金、報酬が支払われない労働、活 

     動を意味する。具体的には、家事、介護・看護、育児、買物、社会的行 

     動などがあげられている。 

 

 

 ◇間接差別 ：男女差別の一形態で、直接に性に関して差別的な条件や待遇差は設 

     けていないが、社会的に一方が不利益を受けやすい条件を与え、しかも 

     その基準等が職務と関連性がない等、合理性・正当性が認められないもの。 

     例えば、労働者募集の条件として仕事上不必要な身長・体重・体力の条件 

     を定めたりすること。 

 

 

 ◇国際女性の日 ： 国際女性年である1975年、国連は3月8日を「国際女性の日」 

     と定め、女性たちがどこまで可能性を広げてきたかを確認し、今後のさ 

     らなる前進に向けて話し合う記念日とした。女性に対する差別撤廃と、 

     社会開発への完全かつ平等な参加に向けた環境整備に貢献することが各 

     国に期待されている。 

     1904年3月8日にアメリカ合衆国のニューヨークで、女性労働者が婦人参 

     政権を要求してデモを起こしたことを受け、ドイツの社会主義者クララ 

     ・ツェトキンが、1910年の国際社会主義者会議で「女性の政治的自由と 

     平等のためにたたかう」記念の日とするよう提唱した。 

 

 

 ◇ジェンダー（社会的性別） ： 人間には生まれついての生物学的性別（セックス 

     ／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げ 

     られた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社 

     会的性別」（ジェンダー／gender）という。国際的にも使われており、そ 

     れ自体に良い悪いの価値を含むものではない。 

 

 

 ◇男女共同参画週間 ： 毎年6月23日から6月29日までの１週間。平成11年6月23日 

     が「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日であることを踏まえ、様々 

     な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解 

     を深めることを目指している。 

 

 

 ◇デートＤＶ ： 恋人や交際相手など配偶者以外で親密な関係にある者の、一方 

     から他方への身体的、精神的、経済的及び性的暴力や行動の制限のこと。 


