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 プラザ利用８団体が初めて男女共同参画週間（6/23～29）にちなんで実施しま

した。ミンクールのロビーでは、各団体の活動の目的や歴史などを紹介したパネル

を展示。また、市民会館＝写真＝では、スウェーデン映画「ダブルシフト～パパの

子育て奮闘記～」を上映。学生や若いカップルをはじめ多くの市民がつめかけまし

た。 

男女共同参画プラザ祭 

 



 
 

保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、「配偶者からの暴力防止及び

被害者の保護に関する法律」（配偶者暴力防止法いわゆるＤＶ防止法）の一部改正が平成 19 年７月１１日

に公布され、平成 20 年 1 月 11 日に施行されました。 

 

 
① 生命・身体に対する脅迫を受けた被害 

者も保護命令の申し立てができます。 
 

配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者

が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認められるときにも、裁判所は保護命令を発するこ

とができるようになりました。 

 

  
③ 被害者の親族等も接近禁止命令の対象 

になります。 
 

 配偶者が被害者の親族等の住居に押しかけて著し

く粗野・乱暴な言動を行っていること等の事情がある

ことから,被害者が配偶者と面会せざるを得なくなる

ことを防止するため必要があると認めるときは、裁判

所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命

令と併せて、被害者の親族等への接近禁止命令を発す

ることができるようになりました。 

 

② 被害者に対する電話・電子メール等 

が禁止されます。 
 

被害者への接近禁止命令の実効性を確保するた

め、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命

令と併せて、裁判所は配偶者に対し、被害者に対す

る以下のいずれの行為を禁止する保護命令を発する

ことができるようになりました。 
①面会の要求 

②行動の監視に関する事

項を告げること等 

③著しく粗野・乱暴な言動 

④無言電話・連続しての電

話・ファクシミリ・電子

メール（緊急やむを得な

い場合を除く） 

⑤夜間（22 時～６時）の

電話・ファクシミリ・電

子メール（緊急やむを得

ない場合を除く） 

⑥汚物・動物の死体等の著

しい不快又は嫌悪の情

を催させる物の送付等 

⑦名誉を害する事項を告

げること等 

⑧性的羞恥心を害する事

項を告げること等又は

性的羞恥心を害する文

書・図画の送付等 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
▲ 女性に対する暴力根絶 

のためのシンボルマーク 

 暴力は、力の強い方から弱い方に向けられます。そして、親密なパートナーからの

暴力（ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス）の多くは、物理的にも、経済的にも圧

倒的な力の差がある中で、男性から女性に向けられています。 

 ＤＶは女性の落ち度で起こることでも、対等な立場での夫婦げんかでもありません。

それは、社会的に強者である男性が、暴力と脅しで女性を支配し、コントロールする

関係です。身体的に暴力を加えるだけでなく、言葉による暴力や性的な行為の強要な

ど、心身に有害な影響を及ぼす言動は、犯罪行為をも含む暴力であり、女性に対する

重大な人権侵害です。 

 

 女性の約 10 人に 1 人は、配偶者からの暴力被害を何度

も受けています。 

 配偶者から、これまでに「身体に対する暴力」「精神的な

嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫」「性的な行為の強要」

のいずれかを一つでも受けたことが「何度もあった」とい

う人は、女性では 10.6%、男性では 2.6%となっています。

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成 17 年度）より作成 

女性のための相談窓口 （個人の秘密は守ります） 

相談機関 電話番号 相談時間 

室蘭市保健福祉部子ども家庭課 0143 – 25 - 2705 8:45 ～ 17:15 
ＮＰＯ法人 ウィメンズネット・マサカ-ネ 0143 - 23 - 4443 10:00 ～ 16:00 

北海道立女性相談援助センター 011 – 666 - 9955 9:00 ～ 17:00 

胆振支庁地域振興部環境生活課 0143 – 22 - 5286 9:00 ～ 17:00 

※ 相談時間は平日（土日・祝日・年末年始を除く） 
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（6/21） フォーラム 「人権の扉をひらく」～気づいていますか？身近な人権～ ≪参加者の感想≫ 

 

 

 

 

 

 

グループトーク 

 家庭・職場などで起きる人権問題について

ビデオのミニドラマを通して考えました。 

・思いこみの壁･･･妻は夫を「主人」と紹介し

たが、夫はその言葉に驚いた。言葉の使い

方で、相手の意識が多いに変わります。固

定観念を考え直しましょう。 

伝統・文化は時代の変化に調和させるこ

とも必要です。 

◆自分に当てはまることが多く

あったので、これから気をつけた

い。 

◆パワーハラスメントは、人格を

きずつける。みんなで考え、そん

なことがおきないよう努力が必

要と思った。 

◆男社会の難しさ、変えていくこ

との難しさを考えさせられた。 

（6/28） スウェーデン映画 『ダブルシフト～パパの子育て奮闘記～』 ≪参加者の感想≫ 

 父親が育児休暇を取るまでの子育てと仕事

の「ダブルシフト」を描いたスウェーデンのコ

メディー映画です。日本の男性の育児休暇の取

得率は 0.5%、スウェーデンは８割に達してい

ます。 

この映画は、育児は一人だけにさせず、職場

の仲間、地域の人たち、友人など男女共に協力

し、努力することが大切だと訴えています。 

 

 

 

 

 

 

 
育児休暇中の父と娘 

◆父親が親として真正面から向

き合う姿など参考となった。 

（20 代男性）

◆妊娠中で夫と観に行きました。

男性の育児休暇が取れやすい環

境になってほしい。（20 代女性）

◆子育てにおける男女の役割に

ついて考えさせられた。 

（60 代男性）

 

平成 20 年度室蘭市男女共生セミナー（前期） 

 

講師 松井美穂さん
（札幌市立大学講師）

 

アメリカ南部文学、女

性文学、ジェンダー・

スタディーズを専門

とし、文学の視点でジ

ェンダーを読み解い

ている。 

（7/26） 開講講演会 

「生活の中のジェンダー」～多様な生き方を求めて～ 
 

お互いの個を大事にしたいという思いで結婚後も夫婦別姓とし

た。働き手が 1 人の場合、一方が倒れると経済的不安が大きく、

自分は主婦になる勇気がなかった。「リスク分散型家族」であると

思う。夫は子どものために育児休暇を 2 度取得し、苦労しながら

も楽しく子育てをした。保育園の送迎は父親が増えてきている。 

子育てを母親に押しつけない雰囲気づくり、社会が必要であり、

様々なモデルケース、自由な生き方があっていいと思う。子育て

には地域のサポート、学童保育などの社会的支援が必要である。

単なる助けではなく、人と人の繋がりを築き上げていくシステム

が必要である。理想は、多様な生き方を認め、他者との関係を築

き、共に生きていくことができる社会になればよいと思う。 

 

（8/8） 第 2 講 

「あなたの大切なひとを暴力から守るために」 

  ～知ってください。配偶者からの暴力のこと～ 
 

 講師 木下 明さん（北海道環境生活部生活局参事主査） 

昨年の道内の配偶者暴力相談支援センターでの相談件数は前年

と比較し、はじめて減少している。一時保護及び保護命令事件の

件数は全国と比較し、1.3 倍、1.5 倍と高い状況にある。 
 

 講師 野原ひろみさん（ＮＰＯ法人ウィメンズネット・マサカーネ）

対等な関係で起こることが「けんか」です。ＤＶの当事者は相

手が威嚇したり、怒鳴ったり、暴力を振るったりしたことを「け

んか」と思っている。 

支援の鉄則は、「当事者が主体」であること。助ける人と助けら

れる人ではない。指導や管理はもってのほか。共感することは大

切だが、時には相談後「首を突っ込まない勇気」が必要。 

  
 

 

月 日 テーマ・講師 

10/4（土）

10:00～

「昭和 20 年代に生きた

室蘭の女性たち」 

 

久 末 進 一 さん 

（地方史研究家） 

10/25（土）

10:00～

「知っていますか？社会を取り

巻くバリア」 
 

神 代 た み さん 

（高齢者福祉カウンセラー） 

11/29（土）

13:30～

「ひとりひとりが輝くために」
 

渥 美 雅 子 さん 

（女性と仕事の未来館館長） 

 

 

会場 胆振地方男女平等参画センター 

参加者負担 500 円（3 講座で） 

申込方法 ９月 25 日までに、生涯学 

習課へ（22-5081） 

託児  受け付けます（１歳以上） 

３ 



現在、８団体がプラザにて男女平等参画社会の実現に向けて活動し

ています。４月に２団体が加わりましたので紹介します。 
プラザ利用団体の紹介 

社団法人 北海道栄養士会室蘭支部 室蘭市食生活推進員協議会「明日葉の会」 

 今年度の主な活動は、6 月 7・8 日に行った「すこ

やか北海道 21」（ヤクルト協賛事業）です。歯の衛

生週間イベントにて、栄養相談コーナー及び食育の講

話などを担当し、食生活改善のポスターやパンフレッ

トを配布しました。 

 10 月 25 日（土）には、道民栄養改善事業として、

大健康フェアを予定しています。室蘭保健所、調理師

会と協力し、市民が作ったヘルシーメニューのコンテ

ストを行います。また、日常の食生活やメタボリック

シンドロームについての栄養相談も行いたいと考え 

室蘭市主催の「わかる栄養講座」を受講した修了

生が地域の食生活改善普及を目的として設立し 20

年を迎えます。「私達の健康は私達の手で」をスロー

ガンに地域の子どもから高齢者までを対象として健

全な食育活動を進めています。これまで八丁平小・

向陽中のＰＴＡと「母と子の料理教室」を開催した

り、市が主催する事業で介護予防食・離乳食・マタ

ニティー食を担当しています。また「男性の料理教

室」では、「食育」を通して男性の家庭参画につなが

る成果がありました。９月に室蘭市健康づくり課と 

 ています。 

 今後も地域社会で栄養改善を通

して健康の保持増進や疾病の予防

を図る活動を進めていきます。 

共催で「食と健康のまつり」を行います。 

国は新たに「メタボリックシンドローム」の予防

を進めていることから、今後も「食」を通して健康

で豊かな地域づくりを進める活動をしていきます。 

  

プラザでは、男女平等参画関連の図書・ビデオ・ＤＶＤを用意しております。企業やグループなど団体で

の勉強会や研修会、家庭や地域での身近な取り組みのきっかけにぜひご利用ください。 

今回は、編集委員お奨めの図書・ビデオ・ＤＶＤを紹介します。 

◆図書情報 

図書・ビデオ・ＤＶＤの貸出し 

☆『世界中のひまわり姫へ』 永田萌＝絵、小笠原みどり＝文、ポプラ社 

「ひまわり姫」はだれもがなれるお話しです。白雪姫やシ 

ンデレラを夢見たあなたや私。男の子でも、よい子でなくて 

も、みんながお姫様。人が社会生活の中でどう生きるのかや 

さしく知らせてくれる「ひまわり姫」を、子どもと一緒に読 

む絵本として是非手にとってください。 

☆『定年後の夫の生き方・妻の生き方』 吉武輝子著 海竜社 

☆『誰にもいえない夫の暴力』鈴木隆文・石川結貴著 本の時遊社 

◆ビデオ・ＤＶＤ情報 

 

◆プラザ図書の 

ご利用案内◆ 

 

貸出・返却 

毎月第１金曜日 
（10 時～12 時） 

貸出期間  １ヵ月 

図書貸出冊数 

      ２冊  

ビデオ・ＤＶＤ貸出 

      ２巻  

※本人確認できるもの

をお持ちください。 

 

☆『どうして私を殴るのですか 

～妻や恋人への暴力は犯罪です～』（25 分） 

☆『根絶！夫からの暴力  

あなたは悩んでいませんか？』（30 分） 

☆『家庭内における女性と子どもの影響』（25 分） 

☆『明日への道しるべ 

～まちづくりにかける元気な女性たち～』（60 分） 

☆『総務部総務課山口六平太  

裁判プロジェクトはじめます！』（23 分） 

 ～ 編集後記 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
                 左の写真のように和気あいあい 

と編集会議が進んでいます。これ 

からも新しい情報を時折お知らせ 

したいと思っています。（K） 

私たちと一緒に紙面づくりをし 

てみませんか。詳しくは右記まで。              

    編集会議の様子                             

発行日 2008 年 9 月１日 

発  行 室蘭市教育委員会生涯学習課 

〒051-0016 室蘭市幸町６番２３号 

TEL   0143-22-5081  

FAX   0143-22-6601 

企画・編集 室蘭市男女平等参画情報誌編集委員

4 

http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=3/ig=250x220/id=12b15501dd0bfd7c/l=ri/da=g/tid=MMSI02_01/q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E9%87%8E%E8%8F%9C/SIG=12i9b0a8p/EXP=1218479323/*-http%3A/www.city.kyoto.jp/fushimi/news/images/kenkou/1508-1.jpg�

