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特集「なばりのきらきらウーマン」 
第 9回 東海マツダ販売株式会社 大和

や ま と

 千夏
ち な つ

さん 
名張できらきら輝く女性へのインタビュー企画・第 9 回目

は、カーディーラーの営業として働く大和さん。お客様や一

緒に働く仲間、家族への想いをていねいにお話してください

ました。相手を大切にする真っ直ぐな想いが印象的でした。    
（インタビューの内容はこちらです） 

2021年 10月発行 

111 

11月12日～25日は内閣府が定めた「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 
今年度のテーマ「性暴力を、なくそう」 

望まない性的な行為は、性暴力にあたります。性暴力・性犯罪の被害は、

男女の性別を問いません。今般の情勢の中、性暴力・性犯罪の相談数は増

加傾向にあり、若年者の被害相談件数が最も多くなっています。 

また、配偶者または事実婚のパートナーや恋人など、親密な関係にある

男女間における暴力を DV（ドメスティック・バイオレンス）と言い、コロ

ナ下での生活不安やストレスから、DV 被害も深刻化しています。内閣府の

データによると、2020 年度は 19 万 30 件の相談があり、2019 年度（11
万 9276 件）の約 1.6 倍にのぼりました。 

女性の約 4 人に 1 人、男性の 5 人に 1 人は DV 被害の経験があります。 
 ＜DV（暴力）の例＞ 
〇身体的…なぐる、蹴る、ものを投げつける、突きとばす、髪を引っ張る など 
〇精神的…人格を否定するような暴言、交友関係や行き先・電話・メールなど行動を細かく監視する、長期間
にわたって無視する、自分や自分の家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫 など 

〇経済的…生活費を渡さない、貯金額や収入がいくらなのか教えてくれない、お金の使い道を細かくチェック
される、借金を負わされる、「養ってやっている」などの暴言、買い物の決定権がない、外で働くことの妨
害、給料や貯金を勝手に使われる など 

〇性 的…性的行為を強要する、見たくないポルノ映像などを見せられる、避妊に協力しない など 
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Cure time 
（SNS相談） 
 

性別・年齢不問、10か国語対応 
毎週月・水・土曜日 17時～21時 

 

「DV相談＋」 

●電話での相談（24時間対応） 
0120-279

つ な ぐ
-889
は や く

 
●SNSでの相談（10か国語対応） 
●メールでの相談（24時間受付） 

 

♯8891 
（全国共通番号） 

最寄りの「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援
センター」に繋がります。 

 

みえにじいろ相談 
性の多様性に関する相談 

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 
【電話相談】059-233-1134（直通） 
第 1日曜日 13時～19時、第 3金曜日 14時～20時 

【SNS相談】LINEによる SNS相談 
第 2金曜日 14時～20時、第 4日曜日 14時～20時 

 

男性のための相談 
（予約優先・電話相談可） 

名張市男女共同参画センター 
【予約・問合せ】0595-63-5336 
第 2木曜日 17時～19時 

 

関 連 書 籍 
 

『王さまと王さま』  
（作 リンダ・ハーン／スターン・ナイランド、ポット出版、2015年） 

ある日、年をとった女王さまは、王子さまを結婚させ、国を任

せることにしました。世界中のお姫さまが呼ばれましたが、王子

さまの心ときめくお姫さまは現れません。そんな王子さまが、あ

る人に一目惚れをします。 
王子さまとお姫さまが結ばれる物語だけでなく、王子さまと

王子さまが結ばれる物語があっていい。王子さまの結婚をみんな

が祝福していて、「どんな人を好きになっても良いんだよ」と性

の多様性を教えてくれる LGBT がテーマの絵本です。いろいろ

な素材を使った楽しい貼り絵は色彩豊かで、子どもにも大人にも

読んでもらいたい一冊です。（編集員・晴） 

『これからの男の子たちへ「男らしさ」

から自由になるためのレッスン』 
（太田啓子、大月書店、2020 年） 
「有害な男らしさ」がもたらすものや日

本で根深く残る女性差別について、対談

を交え、ていねいに書かれています。 

『とにかくさけんでにげるんだ  
わるい人から身をまもる本』 

（ベティー・ボガホールド 作、安藤 
由紀 訳、岩崎書店、1998 年） 
子どもが誘拐や性被害など「もしも」

に遭った時の身の守り方を、具体例を

挙げて優しく教える絵本です。 

DV、性犯罪・性暴力の相談窓口一覧 

【参考・出典】内閣府「令和 3 年度 女性に対する暴力をなくす運動」「性犯罪・性暴力とは」 
「女性に対する暴力の現状と課題（配偶者からの暴力（DV）、性犯罪・性暴力等）」（令和３年９月） 

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」「みえにじいろ相談 性の多様性に関する相談」 

https://form.soudanplus.jp/ja/
https://form.soudanplus.jp/mail
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html#comic
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/index.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/pdf/kadai.pdf
https://www.center-mie.or.jp/frente/consult/lgbt
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編集後記 

先日、バスの車窓へふと目をやると、緑の中に咲く真っ赤なヒガンバナが目に入り「え、

もうそんな季節なの？」とびっくりしました。庭のキンモクセイも香るようになり、愛犬

も窓辺の陽だまりで気持ちよさそうに寝息を立てている…気づかないうちに、すっかり秋

になっていたようです。コロナ禍でこれまでの「当たり前」が当たり前にできなくなり、

今年は季節のめぐりが一段と早く感じます。それでも「当たり前」に移ろう季節に、苦し

いことも多いけど、「なんとかなるよね」とやさしく元気づけられるようでした。 

つ う し ん 111 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２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）性暴力・性犯罪、配偶者間の暴力について（ｃ）DVの例 

（ｄ）相談窓口（ｅ）関連書籍（ｆ）読書のじかん（ｇ）三重県パートナーシップ宣誓制度（ｈ）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）ポジティブ・アクションとは（ｂ）データで見る地域社会の男女共同参画（ｃ）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。 

⑤ 111 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 金曜日（必着）です。 
 

 ＜メール宛先＞ danjo-center@emachi-nabari.jp「つうしん 111 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 
 

※ 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QRコード＞ 

三重県パートナーシップ宣誓制度が始まりました！ 
性的指向・性自認にかかわらず、地域に根差し、人生を共にしたい人と安心して暮らすことが

できる環境づくりとして、三重県パートナーシップ宣誓制度が2021年9月1日に始まりました。 

三重県パートナーシップ宣誓制度とは？ 
お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓したふた

り（一方、または双方が性的少数者）に対して、県が宣誓書受領証等を交付する制度です。この
制度により、パートナーの方々が家族同様のサービスを受けられる可能性が広がります。 

＜できること＞ 
【行政サービスの一例】公営住宅の入居申し込み、医療機関での家族同様の面会、 
身体障がい者等に対する自動車税の減免、犯罪被害者見舞金の給付申請 など 

【民間サービスの一例】物件の斡旋・賃貸への入居について家族として取扱うこと、
生命保険の受取人にパートナーを指定すること、携帯料金の家族割引 など 

 
 また、三重県は性的少数者のパートナーがいる県職員を婚姻関係とみなし、結婚休暇や扶養手

当などを付与し、忌引や育児参加休暇、家族看護休暇もパートナーを配偶者と位置づけて付与す

ることとしました。東海3県では初の取組です。 
【参考・出典】三重県「三重県パートナーシップ宣誓制度が始まりました」 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
https://www.pref.mie.lg.jp/katsuyaku/86875046999_00001.htm
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  日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

　　　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
13：00～1６：00 

7 8 9 10 11 12 13
　　　   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 
14 15 16 17 18 19 20

　　　   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 

21 22 23 24 25 26 27
　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：00～1６：00 
28 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

★「女性のための相談」3日（水）は、祝日のためお休みです

休館日

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター2021年
11月

相 談 日 程

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

　　　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 

5 6 7 8 9 10 11
男性のための相談
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 

12 13 14 15 16 17 18
　　　   人権相談 　　　　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

10：00～15：00 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 
19 20 21 22 23 24 25

　　　   人権相談
13：30～16：00 

女性のための相談 女性のための相談
9：00～12：00 13：00～1６：00 

26 27 28 29 30 31

　　　　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談
13：00～16：00 

休館日

☆年末年始休業
12／29～1／3

休館日

休館日

休館日 休館日

休館日

休館日

12月
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インタビュ （ペ ジ内リンク用見出し） 

111号（特集 09-1） 

111号（特集 09-1） 

～特集「なばりのきらきらウーマン」～ 
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	インタビュー（ページ内リンク用見出し）

