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参考資料：男女共同参画に関する国内外の動き

年号 世界の動き 日本の動き 秋田県の動き 横手市の動き

１９７５年
（昭和50年）

・国際婦人年（目標：平等、発展、平
和）

・国際婦人年国際会議（メキシコシ
ティ）「世界行動計画」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

１９７７年
（昭和52年）

・「国内行動計画」策定

１９７９年
（昭和54年）

・国連第34回総会「女子差別撤廃条
例」採択

１９８０年
（昭和55年）

・「国際婦人の十年」中間年世界会議
（コペンハーゲン）「国際婦人の十
年後半期行動プログラム」採択

・秋田県婦人問題懇話会設置

１９８１年
（昭和56年）

・「国内行動計画後期重点目標」
策定

・秋田の未来をひらく婦人のため
の「県内行動計画」策定

１９８５年
（昭和60年）

・｢国連婦人の十年｣ナイロビ世界会
議（西暦2000年に向けての）「婦
人の地位向上のためのナイロビ将
来戦略」採択

・「国籍法」改正
・「男女雇用機会均等法」公布
・「女子差別撤廃条約」批准

１９８６年
（昭和61年）

・婦人問題企画推進本部拡充：構
成を全省庁に拡大、婦人問題企
画推進有識者会議開催

・新しい男女共同社会をめざす婦
人のための「県内行動計画」策
定

１９８７年
（昭和62年）

・「西暦2000年に向けての新国
内行動計画」策定

１９９０年
（平成２年）

・国連婦人の地位委員会拡大会期
・国連経済社会理事会「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

１９９１年
（平成３年）

・「育児休業法」公布 ・秋田県女性行政推進計画「あき
た女と男のハーモニープラン」
策定

１９９４年
（平成６年）

・男女共同参画室設置
・男女共同参画審議会設置（政令）
・男女共同参画推進本部設置

・「横手市女性懇話会準備委員
会」発足

１９９５年
（平成７年）

・第4回世界女性会議－平等、開発、
平和のための行動（北京）「北京宣
言及び行動綱領」採択

・「育児休業法」改正（介護休業制
度の法制化）

・「横手市女性懇話会」を「横手市
男女参画をすすめる会」に改称

・「横手市にーさん運動」を提唱

１９９６年
（平成８年）

・男女共同参画推進連携会議(え
がりてネットワーク）発足

・「男女共同参画2000年プラン」
策定

・「横手市にーさん運動提言作成
委員会」設立

１９９７年
（平成９年）

・男女共同参画審議会設置（法律）
・「男女雇用機会均等法」改正
・「介護保険法」公布

・秋田県女性行政推進計画「あき
た女と男のハーモニープラン」
改訂

・「横手市にーさん運動に向けて
の提言」策定

１９９８年
（平成10年）

・「横手市にーさん運動庁内検討
委員会」設立

・「横手市にーさん運動提言作成
委員会」が「横手市にーさん運
動推進委員会」に発展

・「山内村男女共生を考える会」
発足

１９９９年
（平成11年）

・「男女共同参画社会基本法」公
布・施行

・「食料・農業・農村基本法」公
布・施行

・「横手市にーさん運動推進委員
会」が「横手市にーさん運動推
進会議」に改称

２０００年
（平成12年）

・国連特別総会「女性2000年会議」
（ニューヨーク）

・「男女共同参画基本計画」策定
・「ストーカー行為等の規制等に

関する法律」公布・施行

・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」策定

・「横手市男女共同参画社会行動
計画」策定

２００１年
（平成13年）

・男女共同参画会議設置
・男女共同参画局設置
・「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」公
布・施行

・第１回男女共同参画週間

・秋田県中央男女共同参画セン
ター開設

・「あきたF・F推進員」養成開始

・「横手市男女共同参画社会行動
計画評価委員会」設立

２００２年
（平成14年）

・「秋田県男女共同参画推進条
例」施行

・秋田県北部・南部男女共同参画
センター開設

・男女共同参画審議会設置

・「雄物川町男女共同参画懇話会」
発足

・「大森町男女共同参画社会推進委
員」委嘱

・「山内村男女共生を考える会」が
「いぶきの会」に改称

２００３年
（平成15年）

・「次世代育成支援対策推進法」
公布・施行

・「母子家庭の母の就業の支援に
関する特別措置法」公布・施行

・「少子化社会対策基本法」公布・
施行

男女共同参画に関する国内外の動き
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参考資料：男女共同参画に関する国内外の動き

年号 世界の動き 日本の動き 秋田県の動き 横手市の動き

２００４年
（平成16年）

・「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

・男女共同参画活動拠点施設開設
（６ヶ所）

・増田町・平鹿町・雄物川町・大
森町・十文字町・山内村・大雄村

「男女共同参画計画」策定

２００５年
（平成17年）

・第49回国連婦人の地位委員会（国
連「北京+10」世界閣僚級会合）

（ニューヨーク）

・「男女共同参画基本計画（第２
次）」策定

・男女共同参画活動拠点施設開設
（４ヶ所）

・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」改訂

・10月1日、横手市、増田町、平鹿
町、雄物川町、大森町、十文字
町、山内村、大雄村が合併し「横
手市」となる

２００６年
（平成18年）

・東アジア男女共同参画担当大臣会
合開催（東京）、「東京閣僚共同コ
ミュニケ」採択

・「男女雇用機会均等法」改正
・東京閣僚共同コミュニケの採択

・新秋田県男女共同参画推進計
画施行

・男女共同参画職場づくり事業実施
・北東北男女共同参画連携事業

実施
・あきた女性政経ゼミナール実施
・あきたＦ・Ｆ推進員のステップ

アップ研修（Ｆ・Ｆ推進員の更
新、新規養成）

・「男女共同参画推進室」設置
・「横手市男女共同参画行動計画」

策定

２００７年
（平成19年）

・第２回東アジア男女共同参画担
当大臣会合開催（ニューデリー）、

「ニューデリー閣僚共同コミュニ
ケ」採択

・「パートタイム労働法」改正
・「ＤＶ防止法」改正
・「男女雇用機会均等対策基本方

針」策定
・「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」策定

・全市町村における男女共同参画
計画の策定達成

・市町村男女共同参画計画策定記
念フォーラム

・ワーク・ライフ・バランス推進事業
・女子生徒理工系チャレンジ支援

事業
・男女の意識と生活実態調査実施

・「横手市男女共同参画推進委員
会」設置

・「横手市男女共同参画推進協議
会」設置

２００８年
（平成20年）

・第52回国連婦人の地位委員会開催
（ニューヨーク）、「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」採択

・「女性の参画加速プログラム」
策定

・女子差別撤廃条約実施状況第6
回報告書提出

・男女イキイキ職場知事表彰
（５社）
・男女イキイキ職場宣言事業所取

組事例集作成

・男女共同参画都市宣言

２００９年
（平成21年）

・第６回報告書に対して、国連女子差
別撤廃委員会による最終見解が示
される。

・次世代育成支援対策推進法の
改正（平成21年4月1日施行）

・育児・介護休業法改正（平成22
年度施行）

・ふるさと秋田元気創造プラン策
定

・がんばる女性応援セミナー開催

・男女共同参画都市宣言一周年記
念フォーラム

２０１０年
（平成22年）

・「男女共同参画基本計画（第３
次）」策定

・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」改訂

・男女共同参画都市宣言二周年記
念フォーラム

・「第２次横手市男女共同参画行
動計画」策定

２０11年
（平成23年）

・「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）正式発足

・「男女間における暴力に関する
調査」実施

・男女共同参画副読本「みんなイ
キイキ」発行

・ハーモニー相談室機能強化事業
・地域を変える男女共同参画実践

力アップ事業

・男女共同参画・市民協働推進室
が「横手市交流センターY2ぷら
ざ」に移動

・横手市DV対策講演会
・家田荘子氏「取材現場から【私

の出逢った人たち）」開催

２０12年
（平成24年）

・第56回国連婦人の地位委員会にお
いて「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
議案採択

・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閣僚級会合開催

・「女性の活躍促進による経済活
性化」行動計画策定

・災害対策基本法改正（地方防災会
議における女性委員割合増加）

・「東日本大震災からの復興の基
本方針」で復興施策に女性の視
点を反映することを明記

・「秋田の元気は女性から」発信
事業

・男女の意識と生活実態調査実施
・地域の若者育成支援事業

・男女共同参画フォーラム
「いきいきと働くための仕事と
家庭の両立術」講演会開催

・DV実態調査及びDV対策パン
フレット作成

２０１3年
（平成25年）

・APEC女性と経済フォーラム ・「ダイバーシティ経営企業100
選」及び「なでしこ銘柄」選定

・若者・女性活躍推進フォーラム
・輝く女性応援会議
・成長戦略の中核に女性の活躍を

位置づけ
・「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」改
正（生活の本拠を共にする交際
相手含む）

・「輝く女性フェスタ」開催
・女性の元気回復発信事業
・イキイキ男性変身サポート事業

・「被災地支援・防災・減災を考え
る～男女共同参画の視点から
～講演会開催

・男女共同参画創作落語「めでぃ
あ・りてらしー」開催

２０14年
（平成26年）

・内閣に「すべての女性が輝く社
会づくり本部」を設置

・男女が輝きやすい職場環境づくり
・男女共同参画架け橋事業
・学生のための男女共同参画事業

・ＤＶ・児童虐待防止講演会開催
・男女共同参画社会づくり基礎講

座「幸せに生きるチカラ～私が
変わる あなたが変わる 地域が
変わる～」開催

２０15年
（平成27年）

・「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律（女性活躍
推進法）」が制定

・「男女共同参画基本計画（第４
次）」策定

・あきた女性の活躍推進会議設置
・秋田県女性活躍推進本部設置
・「第４次秋田県男女共同参画推

進計画」策定

・児童虐待・ＤＶ防止講演会
「子育てを もっと楽に もっと楽
しく」開催

・「横手市男女共同参画行動計画
第3次計画」策定
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参考資料：推進協議会・庁内検討委員会「策定の経過」

横手市男女共同参画推進協議会・庁内検討委員会

（１）策定の経過

期      日 内                 容

平成２７年６月３０日

７月 ７日

７月 ８日

８月 ３日

９月２９日

１０月 ５日

１０月２７日

１１月１２日

１１月２４日

１２月 ８日
１２月２１日

■第１回横手市男女共同参画推進協議会
　・「第２次横手市男女共同参画行動計画」平成２６年度実績報告
　・「第３次横手市男女共同参画行動計画」の策定について
★庁内検討委員会
　・第３次行動計画策定に向けて
　・策定作業部会設置基準、会議運営要領確認
★庁内検討委員会
　～ 8 月 7 日　3 次計画策定作業依頼（1 回目）
■★第 2 回横手市男女共同参画推進協議会 庁内検討委員会
　☆内閣府派遣アドバイザー宗片恵美子氏
　　「現在の男女共同参画に関する国の動向について」
　　「アドバイザーとの意見交換」
■★第３回横手市男女共同参画推進協議会 
　　・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
　　・第３次行動計画「雇用・労働」について協議
■★第４回横手市男女共同参画推進協議会　庁内検討委員会
　☆宗片アドバイザーによるワークショップ
　　「雇用・労働」「社会活動」について４グループにて協議            
■★第５回横手市男女共同参画推進協議会　庁内検討委員会
　☆宗片アドバイザーによるワークショップ
　　「家族・家庭」「福祉・健康」「教育・行政」について
　　３グループにて協議
★庁内検討委員会
　～１１月３０日　3 次計画策定作業依頼（２回目）
■第６回横手市男女共同参画推進協議会　
　・ 「第２次横手市男女共同参画行動計画」平成２７年度上半期実績報告
　・「第３次横手市男女共同参画行動計画」の策定について
　「女性活躍推進法」策定指針説明会（盛岡市）
■★第７回横手市男女共同参画推進協議会
　・計画素案の協議

平成２８年１月１８日
１月１９日

１月２７日
２月 １日

２月 ８日
３月 ８日

政策会議・・・計画素案の報告
★庁内検討委員会
　～２月１２日　3 次計画策定素案の確認作業依頼（３回目）
議会全員協議会（行政課題説明会）・・・計画素案の報告
～２９日　パブリックコメントの実施
地域づくり協議会（8 地域）への報告

「第 4 次男女共同参画基本計画」説明会（仙台市）
■★第８回横手市男女共同参画推進協議会
　・「横手市男女共同参画行動計画第 3 次計画」最終決定について
　・パブリックコメント実施結果について
　☆宗片アドバイザーより総括

■：協議会
★：庁内検討委員会など
☆：宗片アドバイザー出席
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参考資料：第３次計画策定  関係者名簿

第 3次計画策定　関係者名簿

■アドバイザー
　イコールネット仙台　代表理事　宗片恵美子（内閣府男女共同参画会議議員）   

■横手市男女共同参画推進協議会委員

氏　　　名 所　　　属 氏　　　名 所　　　属

藤　原　惠美子 （会長） あきた F･F 推進員 奥　　　真由美 公　　募

奥　山　ひとみ （副会長） 子育て支援団体 髙　橋　　　茂 公　　募

柴　田　嘉　子 横手地域づくり協議会 七　尾　　　覚 横手市社会福祉協議会

髙　橋　リ　カ 増田地域づくり協議会 佐　藤　　　誠 農業関係団体

柴　田　優　子 平鹿地域づくり協議会 五十嵐　　　淳 横手青年会議所

小　野　智香子 雄物川地域づくり協議会 武　田　浩　輝 横手市 PTA 連合会

宮　川　富士子 大森地域づくり協議会 高　橋　幸　子 よこてすくすく子育てねっと

丹　尾　るみ子 十文字地域づくり協議会 大　山　万里子 秋田県南工業振興会

永　沢　真紀子 山内地域づくり協議会 松　井　敏　博 大曲人権擁護委員協議会横手部会

野　荒　里　巳 大雄地域づくり協議会 今　　　拓　也 あきた F･F 推進員

　

■庁内検討委員

部 課 氏　　名

総務部
人事課 佐々木　信　広

危機管理課 藤　倉　幹　夫

健康福祉部

子育て支援課 真　田　　　真

社会福祉課 佐　藤　　　竜

高齢ふれあい課 高　橋　　　学

健康推進課 成　田　智　子

地域包括支援センター 小　林　陽　子

農林部 農業振興課 畠　山　直　也

商工観光部 商工労働課 上　法　佳奈子

まちづくり推進部 生涯学習課 齋　藤　　　弘

教育委員会教育指導部 教育指導課 畠　山　容　子

まちづくり推進部
　　（事務局）

地域づくり支援課

村　上　伸　夫

佐　藤　英　晃

菅　原　美　穂

田　口　博　之


