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11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 

新型コロナウイルスに伴う生活不安・ストレスから、 
DV被害の深刻化が懸念されています 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ起こるの？ 

 

特集「なばりのきらきらウーマン」 

第 3回 光輝
こ う き

建設株式会社 福山
ふくやま

 由佳
ゆ か

さん 

名張できらきら輝く女性へのインタビュー企画・第 3 回

目は、土木の現場で働く福山さん。気さくで明るい笑顔でイ

ンタビューに答えてくれました。前向きなことばと、人に対

する誠実な姿勢がとても印象的でした。 

（インタビューの内容はこちらです） 
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≪さまざまな暴力（DV）≫ 

以下のような暴力が単独で起きる場合や、 

何種類かが重なって起きる場合があります。 

 
 

身体的 

殴る、蹴る、物を投げつけ

る、突き飛ばす、殴るふり

をする 

 
精神的 

人格を否定するような暴

言、大声で怒鳴る、人前で侮

辱する、長い期間無視する 

 
経済的 

生活費を渡さない、貯金を

勝手に使う、自由なお金の

使い方を認めない、外で働

くことを妨害する 

 
性 的 

性行為や中絶を強要する、

見たくないポルノ映像を

見せる、避妊しない 

 社会的 

交友関係の制限、電話・メ

ールなどを細かくチェッ

クする  

※子どもの前で暴力を振る

う、子どもを取り上げる、子

どもに悪口を言わせるなど、

子どもを利用した暴力もあ

ります。 
 

⇒相談窓口など、次ページへ！ 

DV（ドメスティック・バイオレンス）
って？ 

 
夫婦や恋人など、親しい間で行われ

る暴力だよ。恋人間で起きる暴力はデ

ートDVとも呼ばれるよ。 

 

社会的・文化的な性別に基づく偏見や、

男女の雇用・賃金格差といった経済的な不

平等に関する問題が主な原因だよ。相手を

支配し、コントロールする手段として暴力

が使われるんだ。 

女性の約3人に1人、男性の約5人に1人

は、事実婚や別居中の夫婦、元夫婦も含む

配偶者から、これまでに右記の暴力のいず

れかを受けたことがあって、女性の約7人

に1人は何度も受けているんだ。 

 【参考】内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」
（2018 年 3 月） 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h29danjokan-gaiyo.pdf


105 号（2） 

 

 

 

 

令和 2 年版 男女共同参画白書が公表されました！ 

「男女共同参画白書」は、内閣府男女共同参画局が男女共同参画社会基本法に基づき作成

している年次報告書です。7月 31日に閣議決定されました。今年は「『家事・育児・介護』と

『仕事』のバランス」を特集テーマに取り上げ、仕事や家事、育児、介護に従事している時間

を家族類型ごとに分析しています。 

 

 

DV 相談＋
プラス

 
あなたが配偶者やパートナーから受けている

さまざまな暴力（DV）について、専門の相談員

が一緒に考えます。 

参考：内閣府「DV 相談＋」 

https://soudanplus.jp/ 

 

ひとりで悩まず、まず相談を！ 
 ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません 

 
☎ 0120‐279

つ な ぐ

‐889
は や く

  24時間対応電話 

★ メール相談  24時間受付 

★ SNS相談  12時～22時まで 

10 か国語対応⇒英語、中国語、韓国語、タ

ガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、

ベトナム語、インドネシア語、ネパール語 

 

 名張市  
★女性DV相談（総合福祉センター「ふれあい」）0595-63-2517 月～金（祝日除く）8：30～17：15 

★男性のための相談（男女共同参画センター）0595-63-5336 毎月第2木曜日 17：00～19：00 

三重県  他  
★みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」 059-253-4115 ※メール相談可 

月～金曜日（祝日除く） 10：00～16：00 

★男性のための相談（三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」）059-233-1134  

第1木曜日 17：00～19：00 

★三重県警察本部 警察総合相談電話 ＃9110 または 059-224-9110  

月～金曜日（祝日除く） 9：00～17：00 

★よりそいホットライン 0120-279-338 24時間受付 

（外国語対応も可能。自殺予防、DV、性暴力、セクシュアルマイノリティ 他） 

名張市の「DV 防止月間」のご案内 
〇パネル展のおしらせ 11月 12日（木）～11月 24日（火）市役所 1階市民ロビー 

11月 25日（水）～12月 8日（火）やなせ宿 

※ 街頭 DV 啓発運動について 毎年市内の高等学校・高等専門学校などで DV 啓発のティッシュ配り

を行っていましたが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止となりました。 

夫婦共働き世帯が増えている中で、いまだに女性が「家事・

育児・介護」の多くを担っている現状があり、今後「家事・育児・

介護」において、男性も主体的な役割を果たしていくことがます

ます重要になっています。家事・育児・介護に多くの時間を割い

ている人にとっての仕事と生活のバランスをめぐる状況や、家

庭内での家事・育児・介護の分担に焦点を当て、あらゆる男女に

とってのバランスの推移や現状、課題を整理しています。 

内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書」 
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html 

https://soudanplus.jp/
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html
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つうしん 105 号アンケート  
つうしんを手に取っていただきありがとうございます。今後の編集のために、ご意見をお寄せください。

ご回答いただいた方の中から抽選で 3 名様に図書カード 1000 円分を進呈いたします。下記①～⑤の必要事

項をご記入のうえ、メール、ハガキ、または FAX でお送りください。（送料等はご負担ください） 

 

 

① 記事の内容は参考になりましたか？  （ａ）参考になった  （ｂ）参考にならなかった 

②「参考になった」を選択された方にお尋ねします。どの記事が参考になりましたか？（複数回答可） 

（ａ）特集「なばりのきらきらウーマン」 （ｂ）DV 相談窓口 （ｃ）名張市の「DV 防止月間」のご案内 

（ｄ）男女共同参画白書について （ｅ）「性の多様性を認め合うまち・なばり」宣言 （ｆ）相談日程 

➂ 興味のあるテーマ、今後読みたいと思うテーマはどれですか？（複数回答可） 

（ａ）性の多様性   （ｂ）男性の育児休暇   （ｃ）SDGｓ   （ｄ）その他（       ） 

④ 特集「なばりのきらきらウーマン」についてご意見・ご感想をお聞かせください。 

⑤ 105 号の記事全体について、ご意見・ご感想をお聞かせください。 

★ お名前、年齢、住所、連絡先、つうしんの号数を明記の上、下記連絡先へお送りください。 

応募締切は 12月10日 木曜日（必着）です。 
 

 

編集後記 

このごろ「メンズメイク」という言葉をよく目にします。お化粧というと「女性のもの」

のイメージが強いですが、最近は化粧品の広告のイメージモデルに男性を起用したり、男

性向けの化粧品ブランドも増えているんです。メンズメイクは、ニキビやシミなどをカバ

ーし、清潔感を出したり印象を良くしたりするほか、骨格を際立たせ、顔に威厳を持たせ

るなどのニーズがあるそうです。性別にかかわりなく、必要とする人が必要な物へ自由に

アクセスできるようになることはいいことだな～と、ちょっぴり嬉しい気持ちです。 

「性の多様性を認め合うまち・なばり」宣言に関する決議 

一人ひとりの違いを認め合い、お互いを大切にすることは、全ての人が自分らしく輝いて

生きることができる社会に繋がります。 

人がどのような性で生きるか、どのような性別の人を好きになるかは、誰かに決められる

ものではなく、その人自身が決めるものです。 

しかし、性の多様性に対する無関心や誤った認識による偏見、差別が、様々な場面で生き

づらい環境をつくっています。 

私たちは、すべての人が幸福
しあわせ

に生きられるよう、性

自認や性的指向など、性の多様性が尊重され、誰もが

生きやすい社会を実現することを決意し、ここに「性

の多様性を認め合うまち・なばり」を宣言します。 

令和 2年 8月 31日 名張市議会 

＜メールQRコード＞ 

※ ご記入いただいた個人情報は図書カードの発送のみに使用し、当選発表は景品の発送をもってかえ
させていただきます。 

 

＜メール宛先＞ danjo-center@emachi-nabari.jp「つうしん 105 号アンケート」 

＜郵送宛先＞〒518-0775 名張市希央台 5-19 名張市男女共同参画センター 宛 

＜FAX 宛先＞ 0595-63-5326 

 

8月 31日に開会した名張市議会の第 394回定例会で、「性の多様性を認め合うまち・なばり」

宣言が可決されました！ 

 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
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 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
　　　女性弁護士

　　　による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

8 9 10 11 12 13 14
　　　   人権相談 男性のための相談

13：30～16：00 17：00～19：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

15 16 17 18 19 20 21
　　　   人権相談 　　　   ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：30～16：00 10：00～12：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

22 23 24 25 26 27 28

　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：00～1６：00 

29 30 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター2020年

11月

相 談 日 程

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
　　　女性弁護士

　　　による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

6 7 8 9 10 11 12
　　　   人権相談 男性のための相談

10：00～15：00 17：00～19：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

13 14 15 16 17 18 19
　　　   人権相談 　　　　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：30～16：00 10：00～12：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

20 21 22 23 24 25 26

　　　　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：00～16：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00 

27 28 29 30 31

休館日

休館日

休館日 休館日 休館日

☆年末年始休業

12／29～1／3

休館日

休館日

名張市共同参画センター2020年

12月

相 談 日 程
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インタビュー（ページ内リンク用見出し） 

105 号（特集 03-1） 

～特集「なばりのきらきらウーマン」～ 
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