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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1947 昭22  【人】「教育基本法」公布 

【人】「日本国憲法」施行 

【外】「外国人登録令」公布 

【女】婦人少年局新設 

【子】「児童福祉法」制定、’48.1施行 

1948 昭23 【人】「世界人権宣言」国連総会で採択  

1949 昭24 【人】「人身売買禁止条約」国連総会で採択 

   （’51発効、日本’58加入） 

【子】児童の売買問題化 

【外】在日本朝鮮人連盟ほか4団体解散命令 

【外】朝鮮人学校に閉鎖命令 

【障】「身体障害者福祉法」公布、’50.4施行 

【他】「社会教育法」公布 

1950 昭25  【障】「精神衛生法」成立 

【他】沖縄に米民政府 

1951 昭26 【人】「難民の地位に関する条約（難民条約）」 

   国連総会で採択 

（’54発効、日本’81加入） 

【他】「社会福祉事業法」公布 

【子】「児童憲章」制定 

【同】全日本同和対策協議会結成 

【同】オール・ロマンス事件起こる 

1952 昭27 【女】「婦人の参政権に関する条約」国連総会 

   で採択（’54発効、日本’55批准） 

【障】身体障害者の雇用促進閣議で決定 

【外】「外国人登録法」公布・施行 

1953 昭28  【外】韓国・朝鮮人の就学義務なしとする 

【外】外国人の公務就任権否定 

【同】全国同和教育研究協議会を結成 

【障】精神障害者の入院措置要項を決定 

【他】「らい予防法」改正 

【障】「精神薄弱児対策基本要綱」策定 

1955 昭30  【外】在日本朝鮮人総聨合会結成 

【女】「婦人の参政権に関する条約」批准 

【同】部落解放委員会を部落解放同盟と改称 

1956 昭31  【女】「売春防止法」成立、’58.4.1全面施行 

【他】国際連合に加入 

1957 昭32   

1958 昭33  【障】職業訓練法の制定により身体障害者の職業

訓練所が設置 

【人】「人身売買禁止条約」に加入 

【同】「同和問題閣僚懇談会」設置を閣議決定 

【他】「国民健康保険法」公布 

1959 昭34 【子】「児童の権利宣言」国連総会で採択 【外】北朝鮮への帰還事業開始 

1960 昭35  【障】「精神薄弱者福祉法」公布 

【障】障害者の自動車免許取得可能 

【障】「身体障害者雇用促進法」公布 

【同】同和対策審議会を設置 

1961 昭36  【同】内閣総理大臣から同和対策審議会に対し、

「同和地区に関する社会的及び経済的緒

問題を解決するための基本的方策」につい

て諮問 

 
 

10 人権施策の歩み（人権年表） 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1947 昭22   

1948 昭23   

1949 昭24   

1950 昭25  

 

【高】<上> 養護老人ホーム「恒風寮」設立 

1951 昭26 【同】県単事業環境改善補助制度設ける 

【高】第１回三重県社会福祉大会開催 

【他】上野勤労署が上野公共職業安定所となる 

【他】<上> 社会福祉事務所設置 

 

 

 

1952 昭27   

1953 昭28   

1955 昭30 【他】原水爆禁止県民大会開催 

 

 

 

 

 

1956 昭31   

 

1957 昭32 【他】伊賀福祉事務所開設  

1958 昭33   

1959 昭34  【同】<伊> 同和対策として、環境改善事業を実施 

【障】<阿>「阿山村社会福祉協議会」の設立 

1960 昭35  【障】<上>盲人ホーム設置 

1961 昭36  【同】<上>「同和対策推進要綱」を定めるととも 

   に民生部厚生課を事業窓口と定める。市長 

の諮問機関として「部落対策委員会」設置 

【同】<上> 市議会に「部落対策特別委員会」設置 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1962 昭37       

1963 昭38 【女】モスクワで世界女性会議開催 

【人】「人種差別撤廃宣言」国連総会で採択 

【高】「老人福祉法」公布 

 

 

1964 昭39  【女】「母子福祉法」公布 

1965 昭40 【人】「人民間の平和・相互尊重・理解を青年 

      の間に促進する宣言」国連総会で採択 

【人】「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関す 

   る国際条約（人種差別撤廃条約）国連 

      総会で採択（’69発効、日本’95批准） 

【障】「精神衛生法」改正し、通院に重点を置く 

【同】同和対策審議会答申 

【女】「母子保健法」公布、’66.1施行 

1966 昭41 【人】「国際人権規約」国連総会で採択 

     （’76発効） 

【同】同和対策協議会設置 

 

 

 

 

1967 昭42 【人】「女子差別撤廃宣言」と「領域内庇護宣 

      言」国連総会で採択 

【同】全国解放教育研究会結成 

【同】「全国同和地区実態調査」を実施 

1968 昭43  【同】壬申戸籍の公開停止 

1969 昭44  【同】「同和対策事業特別措置法」公布     

 

  

    

       

 

 

1970 昭45  【障】「心身障害者基本対策法」公布 

 

1971 昭46 【障】「精神薄弱者権利宣言」国連総会で採択 【同】「全国同和地区調査」を実施 

 

 

 

 

 

1972 昭47  【外】横浜市などで外国人に国民健康保険適用 

【他】沖縄の本土復帰 

 

 

 

 

 

1973 昭48  【高】老人福祉法に基づく老人医療費支給制度 

   （70歳以上）実施 

【高】老人福祉法に基づく老人医療費支給制度の 

      範囲拡大（65歳以上の寝たきり等老人を 

      対象） 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1962 昭 37 【同】同和対策室設置  

1963 昭 38 【高】第１回三重県老人福祉大会開催 

 

【同】<上> 部落対策委員会を「同和対策委員会」 

   に改称 

【同】<上> 環境改善モデル事業始まる（3 年計画） 

1964 昭 39   

1965 昭 40 【他】地域別総合開発構想発表 

【高】三重県老人保養所「芙蓉荘」開設 

 

 

 

 

 

1966 昭 41  

 
【同】<上> 八幡町教育集会所完成 

【子】<上> 青少年健全育成都市宣言 

【同】<伊> 同和教育研究会の結成 

【同】<伊> 文化館(隣保館)完成 

【子】<阿> 青少年健全育成の宣言 

1967 昭 42  

 
【子】<伊> 青少年健全育成の町宣言 

【他】<阿> 町制施行 

1968 昭 43    

1969 昭 44  【同】<上> 下郡教育集会所完成 

【同】<上> 住宅地区改良事業の地区指定を受ける 

【同】<上> 同和対策委員会を「同和対策審議会」 

に改称 

【同】<上>「部落対策特別委員会」を「同和対策特 

   別委員会」に改称 

【障】<阿>「社会福祉センター」の開設 

1970 昭 45 【高】老人実態調査実施 

 

【同】<上> 住宅地区改良事業始まる 

【同】<上> 同和教育基本方針策定 

1971 昭 46 【同】三重県同和対策長期計画策定 

【外】三重県とブラジル・サンパウロ州姉妹提 

      携締結 

【子】三重県青少年健全育成条例（最終改正’06 

     ３月28日） 

 

【障】<上> 点字図書館開設（(社)上野市社会事業 

協会） 

【高】<上> 養護老人ホーム「梨ノ木園」開設（(社) 

    上野市社会事業協会） 

【他】<上> 社会福祉協議会設立 

【同】<伊> 教育集会所完成 

1972 昭 47 【高】老人医療費助成制度（75 歳以上県単独 

      事業）実施 

【障】<上> 盲人ホームを設置し、運営を社会事業 

協会へ委託 

【同】<上> 八幡町市民館完成 

【同】<伊> 学校同和教育研究会の結成 

【同】<伊> 小集落地区改良事業竣工式 

【同】<青> 老川教育集会所完成 

【同】<青> 同和対策審議会設置 

1973 昭 48 【同】三重県同和教育基本方針策定 

【高】三重県特別養護老人ホーム「明星園」完 

   成 

 

【障】<上> 心身障害者医療費助成制度開始 

【同】<青> 同和対策総合計画策定 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1974 昭49 【人】「非常事態女子児童保護宣言」国連総会 

で採択 

 

【障】障害児について一般幼児との集団保育事業 

   開始 

 

 

 

1975 昭50 【女】国際婦人年 

【女】国際婦人年世界会議第１回世界女性会議 

      開催（メキシコシティ） 

【女】「世界行動計画・メキシコ宣言」を採択 

【女】1976年から10年間を「国連婦人の10 

      年」と決定(国連総会) 

【障】「障害者権利宣言」国連総会で採択 

【女】「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療 

      施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育 

      児休業に関する法律（育児休業法）」公布 

【同】「全国同和地区調査」を実施 

【女】総理府に婦人問題担当室発足 

【女】婦人問題企画推進本部、婦人問題企画推進 

会議設置 

1976 昭51 【女】ILO(国際労働機関)に婦人労働問題担当 

室を設置 

【他】民法一部改正（離婚後の氏の選択） 

【他】ウィルタ協会設立 

 

1977 昭52  【女】「国内行動計画」策定 

【女】「国内行動計画前期重点目標」発表 

 

1978 昭53 【人】「人種及び人種的偏見に関する宣言」と 

     「マス・メディア基本原則宣言」ユネス 

   コ総会採択 

 

 

 

【同】「同和対策事業特別措置法」3年延長 

 

 

 

 

 

 

1979 昭54 【子】国際児童年 

【女】「女子に対するあらゆる形態の差別の撤 

   廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」 

   国連総会で採択（’81発効、日本’85批准） 

 

1980 昭55 【女】「国連婦人の10年」中間年として、第２ 

      回世界会議開催（コペンハーゲン） 

【外】公共住宅の外国人入居開放 

【女】民法一部改正（配偶者の法廷相続分引上げ） 

【女】「女子差別撤廃条約」の署名 

【同】差別をなくす企業全国集会開催  

【他】「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」

５月制定、’81.１月から施行 

1981 昭56 【障】国際障害者年 

【女】「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（家族的責任条約＝ILO156号条約）」 

ILO総会で採択 

【女】「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に 

   改正 

【女】「国内行動計画後期重点目標」発表 

【同】同和対策協議会から「今後における同和関 

   係施策について」意見具申 

1982 昭57 【人】反差別国際会議開催 【外】「難民の地位に関する議定書」に加入し、「出 

   入国管理及び難民認定法」施行 

【外】外国人の国民年金加入認められる 

【障】「障害者対策長期計画」策定 

【同】「地域改善対策特別措置法」施行 

【同】地域改善対策協議会設置 

【高】「老人保健法」公布、’83施行 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1974 昭49 【高】老人居室整備資金貸付条例制定 

【高】第 1 回老人スポーツ大会開催 

【高】県内初の有料老人ホーム・厚生年金三重 

   ながしま荘開所 

【子】伊賀児童相談所開設 

【外】<上> 日朝親善友好上野市実行委員会結成 

【外】<上> 日朝親善友好デー開催 

【同】<上> 下郡市民館完成 

【他】<上> 緑化推進都市宣言 

1975 昭50  

 

 

 

 

 

 

【同】<伊> 同和問題審議会設置 

【同】<青> 教育基本方針策定 

1976 昭51 【他】長期総合計画発表 【同】<上> 寺田教育集会所完成 

【同】<上> 共同浴場しろなみ湯完成 

【同】<青> 同和教育推進協議会を結成 

1977 昭52 【女】「婦人関係行政推進連絡会議」設置 

【高】在宅老人福祉機器設置事業実施 

【高】ねたきり老人短期保護事業実施 

【同】<上> 寺田市民館完成 

【同】<伊> 同和問題審議会の答申 

1978 昭53 【女】「三重県婦人問題懇話会」設置 

【高】高齢者能力活用推進協議会事業実施 

 

【障】<上> 身体障福者祉センター完成（(社)上野 

市社会事業協会） 

【同】<伊> 文化センター（隣保館）竣工 

【同】<伊> 児童館竣工 

【同】<伊> 大型共同作業所竣工 

【高】<大> 社会福祉協議会設立 

【子】<大> 青少年育成村民会議が結成 

1979 昭54 【女】「三重県婦人対策の方向（県内行動計画）」 

      策定 

【女】「婦人実態調査」実施 

 

【人】<伊> 人権問題地区別懇談会実施 

【子】<島>「島ヶ原地区青少年健全育成市民会議」 

   結成 

【高】<大> 特別養護老人ホーム「鶴寿園」開設 

(社)グリーンセンター福祉会 

1980 昭55 【同】三重県同和保育指針策定 

【高】老人医療費県費助成制度実施 

 

 

 

 

【同】<上> しろなみ児童館完成 

【他】<伊> 社会福祉協議会の設立 

1981 昭56 【女】「明日の婦人問題を考える三重県会議」 

      設置 

【高】老人問題研究調査事業実施 

【障】<上> 重度視覚障害者に対するガイド・ヘル 

パー派遣制度実施 

【高】<上> 特別養護老人ホーム「第二梨ノ木園」 

開設（(社)上野市社会事業協会） 

【障】<伊> 授産所「きぼうの家」開所 

1982 昭57 【障】「障害者対策の現状と今後の方向－長期 

      行動計画－」を公表 

【高】福祉休養ホーム「ゆずりは荘」開設 

 

 

【高】<上> 特別養護老人ホーム「福寿園」開設 

（(社)福寿会） 

【同】<上> 同和教育研究協議会を結成 

【同】<青> 青山文化センター完成 

 



 

52 

 

 

凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1983 昭58   

 

 

1984 昭59  【同】地域改善対策協議会から「今後における啓 

   発活動のあり方について」意見具申 

1985 昭60 【女】「国連婦人の10年」最終年として、第３ 

   回世界会議をナイロビで開催 

【女】「女性の地位向上のためのナイロビ将来 

      戦略」採択 

【女】「国籍法」及び「戸籍法」一部改正（国籍の 

父母両系主義確立） 

【女】「雇用の分野における男女の均等な機会及 

び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に 

関する法律（男女雇用機会均等法）」公布、 

’86.4 施行 

1986 昭61  【同】地域改善対策協議会から「今後における地 

域改善対策について」意見具申 

【高】「長寿社会政策大綱」閣議決定 

【他】厚生省「エイズ対策専門家会議」設置 

【高】「老人保健法」改正 

1987 昭62  【同】地域改善対策協議会設置 

【同】「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の 

      特別措置に関する法律（地対財特法）」3.31 

      制定、4.1施行 

【障】「障害者の雇用促進に関する法律（障害者雇 

   用促進法）」全面改正 

【同】えせ同和行為対策中央連絡協議会設置 

【女】「西暦2000年に向けての新国内行動計画」 

策定 

【障】「精神衛生法」が「精神保健法」と改称され、 

     患者の人権や社会復帰に配慮、’88施行 

1988 昭63 【人】反差別国際運動を結成 

 

【外】「改正外国人登録法」施行、指紋押捺1回限 

      り 

1989 平元 【子】「児童の権利に関する条約（子どもの権 

   利条約）」国連総会で採択 

   （’90発効、日本’’94批准） 

【外】「出入国管理及び難民認定法」改正、’90.6 

から施行 

【高】「高齢者保健福祉推進十カ年戦略（ゴールド 

   プラン）」策定 

1990 平2 【人】国際識字年 

【女】「ナイロビ将来戦略の実施に関する見直 

しと評価に伴う勧告」採択 

【他】「福祉８法」の改正 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1983 昭58 【女】「青少年県民課」を「青少年婦人課」に 
      改める。 
【女】「婦人問題に関する県民の意識と生活実 
   態調査」実施 
【他】「第2次長期計画」発表 

【他】<青> 社会福祉協議会設置 

1984 昭59 【高】「高齢者福祉対策総合推進会議」設置 
       

【他】<上> 非核平和都市宣言 
【人】<青> 法務省より人権モデル地区指定 
【人】<青> 人権モデル地区宣言 
【人】<青> 人権モデル地区推進委員会結成 

1985 昭60 【女】三重県婦人問題推進協議会から「三重県 
      の婦人対策に関する提言」提出 
 
 

【障】<上> みどり保育園内に心身障害児の療育 
施設「かしのみ園」併設 

【障】<阿> 小規模授産施設「光風園」の開設 
【人】<青> 人権問題に関する意識調査実施 
 

1986 昭61 【女】三重県婦人問題協議会から「第２次県内 
      行動計画（仮称）策定に関する基本的事 
   項について」意見具申 
【外】三重県と中国河南省友好提携締結 
 

【人】<上> 市内19ブロックに人権啓発草の根運 
動推進会議が組織される 

【他】<阿> 町民憲章の制定 
【同】<青> 同和地区実態調査 
【他】<青> 保健管理センター 

1987 昭62 【女】「みえの第２次行動計画―アイリスプラ 
   ン」策定 
【高】三重県高齢者総合相談センター開設 
 
 
 

【同】<上> 改良住宅620戸完成 
【外】<大> 三重県大山田国際交流友の会が結成 
【他】<青> 健康づくり推進委員会設置 
【他】<青> 健康のまち宣言 
 
 
 
 
 

1988 昭63 【女】「女性の生活実態と意識に関する調査」 
      実施 
【高】「長寿社会トップ意識調査」実施 

【女】<上> 婦人問題担当窓口を庶務課に設置 
【人】<伊> 世界人権宣言40周年伊賀町実行委員 

会結成集会 
【他】<伊> 水道水源保護条例制定 

1989 平元 【高】「豊かな高齢化社会を考える国民の集い 
      三重集会」開催 

【高】<上> ことぶき人材センター発足 
【高】<上> 老人保健施設「おかなみ」開設（(医) 

岡波総合病院） 
【同】<伊> 青少年活動センター完成 

1990 平2 【人】「人権県宣言」三重県議会が議決 
【同】「同和地区生活実態調査」実施 
【同】「同和地区住環境実態調査」実施 
【同】「三重県同和保育基本方針」策定 
【高】（財）三重県長寿社会推進センター発足 

【外】<上> 自治省の国際交流のまち推進プロジェ 
クトの指定を受けたことによる基本計画策定 

【外】<大> 第１回大山田村民訪中団の派遣 
【他】<青> 生活排水対策推進協議会設置 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1991 平3  【女】「西暦2000年に向けての新国内行動計画」 

   第1次改定 

【女】「育児休業等に関する法律」公布、’92施行 

【高】老人保健法が改正され、老人訪問看護制度 

が開始 

【障】「駅のエスカレーター整備方針」策定 

【同】地域改善対策協議会から「今後の地域改善 

     対策について」意見具申 

1992 平4  【同】地域改善対策事業の内10事業が一般事業へ 

      移行 

【同】「地対財特法」5年延長 

【女】婦人問題担当大臣設置 

1993 平5 【人】世界人権会議ウィーンで開催 

【人】世界先住民族国際年 

【外】「改正外国人登録法」施行、永住者の指紋押 

      捺廃止と家族登録制度導入 

【女】中学校で家庭科の男女必修完全実施 

【同】「同和地区実態把握調査（地区概況調査、生 

   活実態調査・意識調査）」実施 

【女】「パートタイム労働法」公布 

【障】「心身障害者対策基本法」を改正し「障害者 

      基本法」を制定・公布 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1991 平3  【他】<上> 環境保全都市宣言 
【高】<上> ことぶき人材センターを解散し、社団 

法人上野市シルバー人材センター設立 
【高】<上> 上野市ディサービスセンター開設（特 

別養護老人ホーム「福寿園」併設） 
【他】<上> この年から非核平和で中学生を広島へ 

派遣 
【同】<伊> 同和問題審議会答申 
【人】<伊> 人権問題に関する町民意識調査実施 
【他】<阿>「環境保全条例」「環境保線条例施行規 

則」の制定 
【他】<青> 非核平和のまち宣言 
【他】<青> 水道水源保護条例 

1992 平4 【女】「青少年婦人課」から「青少年女性課」に 

改名 

【女】「女性問題に関する県民意識と生活実態 

      調査」実施 

【高】老人休養ホーム「芙蓉荘」移転開設 

【高】同和対策事業の物的事業量の調査実施 

【外】三重県とスペイン・バレンシア州姉妹提 

携締結 

【外】<上> 三重県が指定する国際化推進計画を策 

   定 

【人】<伊> 人権町宣言 

【人】<伊> 人権啓発推進本部設置 

【人】<阿>「人権・同和問題連続講座」の第１回開 

   催 

【人】<大> 人権啓発推進会議設置 

【人】<大> 人権尊重村宣言 

【同】<大>「同和教育基本方針」策定 

【人】<大> 人権啓発推進協議会を結成 

【同】<大> 学校同和教育研究会を結成 

【人】<青> 人権尊重のまち宣言 

【同】<青> 同和地策事業の残事業調査 

1993 平5 【障】「障害者対策の今後の方向－第2次長期 

     行動計画－」を公表 

【障】身体障害者福祉法関連の事務が市町村へ 

     権限委譲 

 

 

 

 

【人】<上> 人権尊重都市宣言 

【同】<上> 同和対策審議会から「同和問題の残さ 

      れた課題とその解決施策について」意見具申 

【同】<伊> 部落差別撤廃条例制定 

【同】<伊> 老人憩いの家開所 

【他】<伊> 環境宣言決議 

【人】<島> 人権尊重の村宣言 

【人】<島> 人権同和教育推進協議会結成 

【人】<阿> 人権尊重の町宣言 

【人】<阿> 人権啓発推進会議の設置 

【人】<阿> 人権啓発推進協議会の設置 

【同】<大> 人権問題に関する大山田村民意識調査 

実施 

【人】<大> 大山田反差別村民ネットワークを結成 

【同】<大> 同和教育研究会を結成 

【外】<大> 広東省人民対外友好協会、同青年連合 

会と大山田村の「友好交流意向書」調印 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1994 平6 【女】「国際人口・開発会議」カイロで開催 【女】高校で家庭科の男女共修開始 

【子】「子どもの権利条約」批准 

【女】総理府に「男女共同参画室」及び「男女共同 

参画審議会」設置 

【他】「地域保健法」を公布 

【女】「男女共同参画推進本部」設置 

【子】「今後の子育て支援のための施策の基本的方 

      向について（エンゼルプラン）」策定 

【高】「新ゴールドプラン」策定、’95から開始 

1995 平7 【女】「女性に対する暴力をなくす決議」国連 

      人権委員会で採択 

【女】「第４回世界女性会議」北京で開催 

【人】「人権教育のための国連10年」始まる 

       

【障】「精神保健法」を改正し「精神保健及び精神 

      障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）」 

と改称、精神障害者の保健福祉対策の充実を 

めざす  

【女】「育児休業等育児または家族介護を行う労働 

      者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）」 

      成立、’99.4施行 

【人】内閣に「人権教育のための国連10年推進本 

      部」を設置 

【人】「人種差別撤廃条約」批准 

【女】「ILO156号条約」批准 

【高】「高齢社会対策基本法」公布・施行 

【障】「障害者プラン（ノーマライゼーション７カ 

   年戦略）」発表 

1996 平8  【他】「らい予防法の廃止に関する法律」制定・施行 

【高】「高齢社会対策大綱」を閣議決定し、総理府 

      に「高齢社会対策会議」を設置 

【女】男女共同参画審議会が総理大臣に「男女共同 

参画ビジョン」を答申 

【同】地域改善対策協議会から「同和問題の早期解 

決に向けた今後の方策の基本的なあり方に 

ついて」意見具申 

【同】「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の 

     基本的なあり方について」閣議決定 

【女】「男女共同参画2000年プラン」策定 

【人】「人権擁護施策推進法」成立、’97.3施行 

【人】「人権擁護推進審議会」設置 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1994 平6 【女】三重県女性問題協議会から「第３次三重 

      県女性行動計画（仮称）策定に関する基 

   本的事項について」提出 

【女】三重県女性センター開館 

【高】「三重県高齢者保健福祉計画」策定 

【高】<上>「老人保健福祉計画」策定 

【女】<上> 女性団体代表者会議（ネットワーク会 

議）設置 

【障】<上> 身体障害者ディサービスセンター「か 

しの木ひろば」開設（(社)上野市社会事業 

協会） 

【高】<伊>「老人保健福祉計画」策定 

【高】<島>「老人保健福祉計画」策定 

【人】<大> 人権啓発地区別懇談会を開始 

【同】<大> 解放保育研究会を結成 

【高】<大>「老人保健福祉計画(生きがいプラン）」 

策定 

【人】<青>「部落差別撤廃条例」制定 

【高】<青>「老人保健福祉計画」策定 

【高】<青> 指定介護老人福祉施設「特別養護老人 

ホーム森の里」、指定認知症対応型共同生活 

介護事業所「グループホーム森の里」 

1995 

 

平7 【女】「みえの男女共同参画プラン－アイリス 

      21」策定 

【同】「三重県同和対策総合計画」策定 

【同】三重県同和地区生活実態調査 

 

【人】<上>「上野市における部落差別をはじめあ 

らゆる差別の撤廃に関する条例」施行 

【子】<上> 子育て支援センターをみどり保育園内 

で開始する。 

【高】<上> 在宅介護支援センターおかなみ開設 

（老人保健施設「おかなみ」併設） 

【高】<上> 訪問看護ステーションうえの 

（(社)上野市社会福祉協議会） 

【障】<上> 上野ひまわり作業所開設 

（(社)維雅幸育会） 

【同】<伊> 同和対策総合計画策定 

【他】<伊>「まちづくり環境条例」制定 

【他】<島>「一般廃棄物処理基本計画」策定 

【高】<島> 老人福祉センター設立、運営開始 

【高】<島> ホームヘルプサービス事業開始 

【他】<島>「環境保全条例」制定 

【同】<阿> 学校同和教育研究会設立 

【他】「環境審議会条例」の制定 

【人】<大>「大山田村における部落差別をはじめ 

   とするあらゆる差別撤廃に関する条例」施行 

【他】<青> へき地診療所施設再開 

1996 平8 【女】青少年女性課に「男女共同参画室」設置 

【女】男女共同参画推進協議会より緊急提言提 

      出 

【女】「三重県審議会等女性委員登用促進基本 

      要綱」の制定（ ’97.4.1から施行） 

【人】「三重県人権教育のための国連10年推進 

      本部」を設置 

【同】「三重県同和地区の生活実態調査報告書」 

      公表  ’95調査 

【外】「三重県国際化推進プラン」策定 

【外】三重県とパラオ共和国友好提携締結 

【子】「みえ子ども未来プラン」策定 

【高】三重県介護実習・普及センター開設 

【女】<上>「市役所で働く男女の意識調査」実施 

【子】<上> 放課後児童クラブを東小学校敷地内で 

開所 

【高】<上> 在宅介護支援センターふくじゅえん開 

   設（特別養護老人ホーム「福寿園」併設） 

【人】<伊> 人権問題に関する町民意識調査実施 

【他】<島>「母子保健計画」策定 

【同】<大> ライトピアおおやまだ（隣保館、教育 

集会所）完成 

【同】<大> おおやまだ人権大学講座inライトピア 

開始 

【同】<大> 同和問題審議会設置 

【人】<青> 人権問題に関する意識調査実施 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1997 平9  【同】地域改善対策事業(除く15事業)の終了 

【他】「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に 

   関する知識の普及及び啓発に関する法律（ア 

   イヌ新法）」５月公布・７月施行 

【女】「雇用の分野における男女の均等な機会及び 

      待遇の確保等に関する法律（改正男女雇用機 

   会均等法）」改正、募集・採用等の差別が禁 

   止 ‘99.4.1から施行 

【女】「労働基準法」改正 

【人】「人権教育のための国連10年」に関する国内 

行動計画」公表 

【子】保育所の選択制や放課後児童健全育成事業 

      の法制化等を内容とする「児童福祉法」の改 

   正 ‘98.4施行 

【高】「介護保険法」公布、’00.4.1から施行 

【人】人権フォーラム21を設立 

1998 平10  【他】「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」公布 

【他】「感染症の予防及び感染症の患者に対する医 

療に関する法律（感染症新法）」成立、’99.4.1 

      から施行 

【障】精神薄弱の用語を知的障害に改める 

【女】男女共同参画審議会が「男女共同参画社会 

      基本法について」を答申 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 <広>伊賀広域 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1997 平9 【人】「人権が尊重される三重をつくる条例」 

      施行 

【女】男女共同参画推進協議会より提言「男女 

      共同参画社会の実現を目指して」提出 

【女】「女性問題に関する県民意識と生活実態 

      調査」実施 

【他】新しい総合計画「三重のくにづくり宣言」 

      策定 

 

【子】「三重県児童虐待防止会議」の設置 

【女】<上> 総務部に「女性政策課」を設置 

【女】<上>「女性に関する市民意識調査」実施 

【同】<上>「同和問題（部落問題）に関する市民意 

識調査分析報告書」公表、’95調査 

【外】<上>「国際化推進プラン」策定 

【同】<上>「平成7年度三重県同和地区生活実態調 

査結果」(上野市分)公表 

【同】<上> リバティなかせ完成 

【高】<上> 老人保健施設「第二おかなみ」開設 

（(医)岡波総合病院） 

【障】<上> 伊賀広域在宅障害者生活支援センター 

     「かしの木」開設（「かしの木ひろば」併設） 

【障】<上> 上野ひまわり作業所分場開設 

（(社)維雅幸育会） 

【人】<上> 人権啓発地区草の根運動推進会議連絡 

会が発足 

【外】<伊> <青> 国際交流協会設立 

【他】<伊> <島> <大> 非核平和宣言 

1998 平10 【女】「アイリス21推進連携会議（アイリスネ 

ットワーク）」設置 

【障】「障害者対策の今後の方向―第２次長期 

   行動計画―」を改訂  

【障】<上>「障害者福祉計画」策定 

【女】<上>「女性行動計画策定懇話会」設置。懇 

話会より「女性行動計画策定のための提言 

書」提出 

【外】<上> 上野市国際交流協会設立 

【他】<伊>「まちづくり環境基本計画」策定 

【人】<島>「差別撤廃条例」制定 

【高】<阿> 特別養護老人ホーム「ぬくもり園」開 

   設 

【人】<阿>「人権が尊重される阿山をつくる条例」 

制定 

【人】<阿>「人権施策審議会」の設置 

【同】<大>「同和保育基本方針」策定 

【同】<大> 人権・同和対策推進委員を設置 

【女】<大> 男女共同参画推進地域セミナーを開催 

【人】<大>「人権教育のための国連10年」推進本 

部 <大> 設置 

【他】<大>「環境基本条例」施行 

【他】<大> 大山田温泉福祉公社設立 

【他】<青>「ゴミポイ捨て条例」制定 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

1999 平11 【高】国際高齢者年 【女】「改正男女雇用機会均等法」全面施行 

【女】「男女共同参画社会基本法」公布 

【人】人権擁護推進審議会が「人権尊重の理念に 

   関する国民相互の理解を深めるための教育 

及び啓発に関する施策の総合的な推進に関 

する基本的事項について」答申 

【高】「ゴールドプラン21（今後５カ年間の高齢者 

   保健福祉施策の方向）」策定、’00から開始 

【子】「少子化対策推進基本方針」決定 

【子】「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実 

   施計画について（新エンゼルプラン）」策定 

【子】「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰 

及び児童の保護に関する法律（児童買春・児 

童ポルノ禁止法）」５月公布、11月施行 

【他】「らい予防法の廃止に関する法律」改正 

2000 

 

平12 【女】国連特別総会「女性2000年会議」開催 

（ニューヨーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【他】「21世紀の国民健康づくり運動（健康日本 

      21）計画」策定 

【子】「児童虐待の防止等に関する法律」5月公布、 

11月施行 

【女】男女共同参画審議会が「女性に対する暴力に 

関する基本的方策について」答申 

【女】「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」について男女共同参画審議 

   会答申 

【女】「男女共同参画基本計画」の閣議決定 

【他】「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を 

   利用した移動の円滑化の促進に関する法 

律（交通バリアフリー法）」施行、部分的に 

’02.5月から 

【人】「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」 

公布 

【人】人権擁護推進審議会から「人権救済制度の在 

り方に関する中間取りまとめ」が報告される 

【他】「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続 

きに付随する措置に関する法律（犯罪被害 

者保護法）」５月公布、11月施行 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 <広>伊賀広域 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

1999 平11 【女】「三重県男女共同参画推進懇話会」設置 

【同】「三重県同和教育基本方針（改定）」策定 

【障】「三重県バリアフリーのまちづくり推進 

   条例」施行 

【人】「三重県人権施策基本方針」策定 

【人】「人権文化創造をめざす啓発と三重県民 

   の意識の現状（1998年度人権問題に 

関する三重県民意識調査報告書）」公表 

【人】「三重県人権教育基本方針」策定 

【他】「三重県情報公開条例」前面改正 

【女】<上>「女性政策推進会議」設置 

【他】<上>「緑の基本計画書」策定 

【人】<上>「人権施策審議会条例」施行 

【子】<上> 一時保育事業をみどり第二保育園で開 

   始 

【高】<上> 特別養護老人ホーム「彩四季」開設 

（（社）いがほくぶ） 

【高】<上> ハローケア訪問看護ステーション「緑 

ケ丘」 (財)信貴山病院） 

【外】<島>「国際交流協会」設立 

【外】<阿>「国際交流協会」の設立 

【人】<阿> 地区懇談会「人権を考えるつどい」の 

第１回開催 

【同】<大>「人権問題に関する大山田村民意識調 

査」実施 

【同】<大>「同和対策総合計画」策定 

【女】<大> 男女共同参画推進セミナーを開催 

【高】<大> おおやまだディサービスセンター「さ 

るびの」開設 

【同】<青>「同和対策総合計画」策定 

【高】<広> 伊賀介護保険広域連合設立 

2000 平12 【人】IMADR-Mie（反差別国際会議三重)設立 

【高】「第2次三重県高齢者保健福祉計画・三重 

   県介護保険事業支援計画」策定 

【女】「三重県男女共同参画推進条例」公布 

      2001.1.1から施行 

【子】<上>「児童育成計画」策定 

【子】<上> 休日保育事業を曙保育園で開始 

【女】<上>「男女共同参画プラン」策定 

【他】<上> 上野市健康都市宣言 

【高】<上> 特別養護老人ホーム「さわやか園」開 

   設（(社)敬親会） 

【人】<上>「人権施策審議会」を設置 

【人】<上>「人権施策総合計画策定について」上野 

市人権施策審議会に諮問 

【障】<上> 太陽作業所開設（（社）伊賀昴会） 

【同】<伊> 同和地区生活実態調査実施 

【人】<伊> 人権問題に関する町民意識調査実施 

【障】<阿>「保健福祉センター」の開設 

【人】<阿>「人権フェスティバル」の第１回開催 

【同】<大> 人権啓発推進協議会が大山田村同和教 

育研究会に統合 

【子】<大> 大山田むらびとづくり推進会議が発足 

【高】<青> 福祉センター開設 

【高】<青>「高齢者福祉計画」策定 

【他】<青>「環境審議会条例」制定 

【他】<青> 環境モニター設置 

【他】<青>「一般廃棄物処理基本計画」策定 

【高】<広> 介護保険制度開始 

【障】<広> 伊賀地区町村障害者授産施設「きらめ 

き工房」竣工 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

2001 

 

平13  【女】「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）」４月公布、10 

月部分施行、’02.4.1より完全施行 

【他】「ハンセン病療養入所者等に対する補償金の 

支給等に関する法律」制定 

【他】「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の 

制限及び発信者情報の開示に関する法律 

（プロバイダ責任制限法）」11月公布、’02.5 

月施行 

2002 

 

平14  【女】「母子及び寡婦福祉法」改正 

【他】「ホームレスの自立支援等に関する特別措置 

法」８月公布・施行 

 

 

 

 

 

2003 

 

平15  【他】「個人情報の保護に関する法律」５月制定 

【子】「児童福祉法」の改正 ７月 

【他】「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関 

する法律」７月公布、’04.7施行 

【他】「ホームレスの自立の支援等に関する基本方 

針」７月告示 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 <広>伊賀広域 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

2001 平13 【人】「みんなでＡ・Ｂ・Ｃ」「人権教育いきい 

き学習プログラム」「学校同和教育指導 

資料（三訂版）」発行 

【他】「ヘルシーピープルみえ・21」策定 

 

【人】<上> 人権施策審議会が「上野市人権施策総 

合計画策定について」答申 

【人】<上>「人権施策総合計画」策定 

【女】<上>「男女共同参画都市宣言」 

【高】<阿>「老人保健福祉計画」の策定 

【人】<阿>「人権施策基本方針」の策定 

【子】<大>「放課後児童クラブあっとほーむ」を 

西小学校敷地内で開所 

【障】<広> 伊賀地区町村障害者授産施設「きらめ 

き工房」の開設 

2002 平14 【他】「三重県個人情報保護条例」3月公布 

【他】「三重県健康づくり推進条例」３月公布 

【女】「三重県男女共同参画基本計画」策定 

【人】「人権教育一問一答え集」発行 

【他】<上>「健康21計画」策定 

【人】<上> 人権問題に対する上野市職員意識調査 

の報告書公表 

【女】<上>「男女共同参画推進条例」制定 

【同】<上> 同和対策審議会答申（特別措置法後の 

  同和行政） 

【他】<上>「環境基本条例」制定 

【人】<伊> 伊賀町人権問題地区別懇談会モデル事 

業開始 

【障】<伊> <島> <阿>「伊賀地区町村障害者保健福 

祉計画」策定 

【他】<島>「社会福祉法人 島ヶ原村社会福祉協議 

会」設立 

【他】<大> 大山田教育センター完成 

【人】<大>「人権教育のための国連10年行動計画」 

策定 

【他】<大>「環境基本計画」策定 

【人】<大>「人権モデル地区」が結成 

【人】<大>「毎月11日は人権を確かめあう日」を 

制定 

【障】<青>「障害者保健福祉計画」策定 

【人】<伊> 伊賀地区における部落差別をはじめと 

するあらゆる差別撤廃に関する連絡協議会 

の設立 

2003 平15 【障】「三重県障害者プラン－第三次長期行動計 

画」策定 

【他】「みえ福祉第三者評価機関参画要綱」 

「みえ福祉第三者評価機関参画実施要領」 

11月施行 

【高】<上>「新しい介護保険事業計画」策定 

【人】<上> 人権問題に対する上野市民意識調査の 

報告書公表 

【他】<上>「健康づくり推進条例」 

【同】<伊> 部落差別撤廃審議会が「伊賀町におけ 

る今後の同和行政のあり方について」答申 

【子】<島>「すこやか親子しまがはら」策定（島ヶ 

原母子保健計画の見直し） 

【人】<阿>「人権問題に関する阿山町民意識調査」 

の実施 

【人】<大>「人権問題に関する大山田村職員意識調 

査」実施 

【他】<大>「個人情報保護条例」施行 

【人】<青> 人権問題に関する意識調査実施 

【人】<青>「人権施策基本方針」策定 

【子】<青> 放課後児童施設 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

2004 

 

平16 【人】第59回国連人権委員会において、「人権 

教育のための国連10年フォローアップ 

決議」を採択 

【人】第59回国連総会において「人権教育のた 

めの世界計画決議」採択 

【他】「持続可能な開発のための教育の10年」 

宣言 

【子】「児童虐待の防止等に関する法律」の改正 

【女】「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に 

関する法律」６月改正、12月施行 

【他】「犯罪被害者等基本法」制定 

【他】「医療・介護関係事業者における個人情報の 

適切な取扱いのためのガイドライン」を厚生 

労働省が作成 

【外】「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指 

針」改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

平17 【人】「人権教育のための世界計画決議」採択 【障】「障害者自立支援法」10月末成立、’06.4.1 

～、10.1～施行 

【高】「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す 

る支援等に冠する法律」11月成立 

【女】「男女共同参画基本計画（第２次）」策定 

【他】「犯罪被害者等基本計画」12月閣議決定 

 

2006 

 

平18 【障】「障害者権利条約」採択 

【人】「国連・人権理事会」設置 

【他】「医療・介護関係事業者における個人情報の 

適切な取扱いのためのガイドライン」改訂 

【障】「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正 

【他】「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する 

法律」改正 

【他】「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進 

に関する法律」６月公布、12月施行 

 

 

2007 

 

平19 【他】「先住民族の権利に関する国連宣言」採択 

 

 

 

 

 

 

【女】「改正男女雇用機会均等法」 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

凡例：<上>旧上野市 <伊>旧伊賀町 <島>旧島ヶ原村 <阿>旧阿山町 <大>旧大山田村 <青>旧青山町 <広>伊賀広域 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

2004 平16 【子】「子どもを虐待から守る条例」３月公布・ 

施行、’05.10改正 

【他】「三重県地域福祉推進計画」策定 

【子】条例に基づき、「子育て支援指針」「早期 

発見対応指針」「保護支援指針」策定 

【女】<上>「第２回女性議会」開催 

【同】<上>「上野市地区実態調査の報告書」公表 

【子】<伊> 壬生野放課後児童クラブ設置 

【同】<伊>「同和対策総合計画」策定 

【人】<伊>「人権施策基本方針」策定 

【人】<伊>「人権教育のための国連10年」後期行 

動計画策定 

【同】<大>「人権問題に関する大山田村民意識調 

査」実施 

【高】<大> 福祉（ふれあい交流）センター完成 

【同】<大> 同和問題審議会が「大山田村における 

今後の同和行政のあり方について」答申 

【人】<大>「大山田人権問題企業連連絡会」を結成 

【他】<青> 保健センター開設 

 

【他】伊賀市合併 

【人】「伊賀市における部落差別をはじめとするあ 

らゆる差別の撤廃に関する条例」制定 

【女】「伊賀市男女共同参画推進条例」制定 

【他】「伊賀市情報公開条例」制定 

【他】「伊賀市個人情報保護条例」制定 

2005 平17 【他】「三重県情報公開条例」最終改正 

【他】「三重県個人情報保護条例」最終改正 

【他】「三重県のハンセン病問題、その資料と 

   証言」発行 

【子】「三重県次世代育成支援行動計画」策定 

【子】「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画 

   輝け！いがっ子応援プラン」策定 

【子】「伊賀市子ども健全育成条例」制定 

【人】島ヶ原地区人権意識調査実施 

【子】島ヶ原放課後児童クラブ開始 

【人】阿山人権同和教育研究協議会設立 

【障】きらめき工房 授産施設 

【他】「伊賀市非核平和都市宣言」 

【人】「伊賀市人権尊重都市宣言」 

【女】「伊賀市男女共同参画都市宣言」 

【女】「男女共同参画に関する意識調査」 

2006 平18 【人】「三重県人権施策基本方針（第一次改定）」 

【他】「三重県ウェブアクセシビリティガイド 

ライン」の策定 

【女】「三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基 

本計画」策定 

【高】「みえ高齢者元気・かがやきプラン」 

【障】障害者人材センター「ゴールド人材セン 

ターみえ」開設 

【障】多機能型知的障害者グループホーム「かざぐ 

るま」開設 

【女】「伊賀市男女共同参画基本計画」策定 

【子】「伊賀市子どもの虐待及び配偶者からの暴力 

防止ネットワーク会議設置要綱制定 

【他】「伊賀市総合計画」６月策定 

【高】「伊賀市高齢者保健福祉計画 介護保険事業 

計画」策定 

【他】「伊賀市地域福祉計画」策定 

2007 平19 【人】「人権が尊重される三重をつくる行動プ 

   ラン」策定. 

【他】「三重県ユニバーサルデザインのまちづ 

くり推進計画」策定 

【他】「県民しあわせプラン第二次戦略計画」 

策定 

【他】「三重県住生活基本計画」 

【障】「伊賀市障害福祉計画」策定 

【他】「伊賀市健康 21 計画」策定 

【他】「伊賀市地域活性化計画」策定 

【他】「伊賀市環境基本計画」策定 

【人】「伊賀市人権施策総合計画」策定 

【同】「伊賀市人権同和教育基本方針」策定 

【他】「伊賀市生涯学習推進大綱」策定 

【人】インターネットモニタリング開始（名張市 

   との広域連協で） 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

2008 平20  【他】「アイヌ民族を先住民族とすることを求める 

決議」 

 

2009 平21  【他】「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」 

制定施行 

 

2010 平22  【他】「いのちを守る自殺対策緊急プラン」策定 

【女】「男女共同参画基本計画（第３次）」策定 

 

2011 平23 【女】「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 Woman)」発足 

 

 

【障】「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対す 

る支援等に関する法律」制定 

 

 

2012 平24 【女】国連「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（日

本提案） 

【子】「子ども・子育て関連３法」制定 

【障】「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対

する支援等に関する法律」施行 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

2008 平20   

 

 

 

2009 平21 【人】「三重県教育基本方針」改定 

【障】「みえ障がい者福祉プラン・第２期計画」 

   策定 

【障】「みえ高齢者元気・かがやきプランー改 

訂版」策定 

【他】「三重県自殺対策行動計画」策定 

 

【女】「男女共同参画に関する意識調査」実施 

【人】「人権問題に関する市民意識調査」実施 

2010 平22 【人】「人権教育ガイドライン」作成 

【子】「第二期三重県次世代育成支援行動計画」 

策定 

【子】「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画 

（後期計画）」策定 

2011 平23 

 

【人】「人権が尊重される三重をつくる行動プ 

   ラン（第二次）」策定. 

【子】「三重県子ども条例」制定 

【女】「第２次三重県男女共同参画基本計画」 

策定 

【他】「第２次三重県ユニバーサルデザインの 

まちづくり推進計画」策定 

【外】「三重県国際化推進指針 第一次改定」 

策定 

【他】「伊賀市総合計画（後期計画）」策定 

【他】「第２次伊賀市地域福祉計画」策定 

【女】「第２次伊賀市男女共同参画基本計画」策定 

 

 

2012 平24  【子】「伊賀市解放保育基本方針」策定 

【同】「同和地区生活実態調査」実施 

【障】「第２次伊賀市障がい者福祉計画」策定 

【他】「伊賀市健康２１（第 2 次）計画」策定 

【他】「伊賀市地域活性化計画（後期計画）」策定 

【人】「第２次伊賀市人権施策総合計画」策定 

【他】「伊賀市生涯学習推進大綱（後期）」策定 

【女】男女共同参画センター開設 

【他】生涯学習センター開設 

【他】伊賀市 登録型本人通知制度導入 
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 世界の動き 国の動き 

2013 平25  【女】「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)」改正 

【障】「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律」（障害者総合支援

法）施行 

【障】「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（障害者差別解消法）公布 

【子】「いじめ防止対策推進法」施行 

【女】「男女共同参画の視点からの防災・復興の

取組指針」策定 

2014 平26 【女】国連「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（日

本提案） 

【女】ＵＮ Woman HeForSheキャンペーン

（女性の地位向上に男性の協力･参加を呼

びかける運動）開始 

【障】国連「障害者の権利に関する条約（障害者

権利条約）」批准 

【子】「子ども・子育て支援事業計画」策定 

【子】「子どもの貧困対策法」施行 

2015 平27 【人】「人権教育のための世界教育・第３フェー

ズ行動計画」（～2019年）開始 
【女】「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）」公布 

【他】「生活困窮者自立支援法」施行 

【女】「第４次男女共同参画基本計画」策定 

【女】「女性の活躍加速のための重点方針 2015」

策定 

2016 平28  【女】「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）」施行 

【障】「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（障害者差別解消法）施行 

【外】「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律

（ヘイトスピーチ解消法）」施行 

【同】「部落差別の解消の巣真意関する法律（部

落差別解消法）」施行 

2017 平29   
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凡例：【人】人権全般【同】同和問題【女】女性【子】子ども【障】障害者【高】高齢者【外】外国人【他】その他 

 

西暦 和暦 県の動き 市の動き 

2013 平25   

 

 

2014 平26 【女】「女性の大活躍推進三重県会議」設立 【女】「男女共同参画に関する意識調査」実施 

2015 平27 【女】「みえ性被害者支援センターよりこ」開設 【人】人権に関する市民意識調査 

【他】伊賀市人権学習企業等連絡会設立 

2016 平28 【人】「三重県人権施策基本方針（第2次改定）」

策定 

【女】「女性活躍推進のための三重県特定事業主

行動計画」策定 

【女】「第 3 次伊賀市男女共同参画基本計画」策

定 

【他】「第 3 次伊賀市地域福祉計画」策定 

2017 平29 【障】「三重県手話言語条例」施行 

【女】「三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基

本計画（第5次改定）」 

【女】「第２次三重県男女共同参画基本計画（改

訂版）」策定 

【人】「第 3 次伊賀市人権施策総合計画」策定 

【同】「第 3 次伊賀市同和施策推進計画」策定 

 


