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気まずい共存
～an awkward coexistence~
理事長

渥

美

雅

子

新型コロナの影響で外出がままならず自宅待機状態続いていた時期、DV 被害が増えたという。無
理もない。男も女も子どもも皆イライラしてうっぷんのやり場がなかったからであろう。
ただ、それを解決するヒントになるかもしれないひとつの言葉がある。英語で言うなら“ an

awkward coexistence”日本語に訳せば「気まずい共存」。これ恐らくアメリカの外交評論家達が
独断専行で他国とは協調性のないトランプ大統領を牽制する意味で使い始めたのではないかと思う。
小さいながら私達の家庭も同じだ。少々気まずい雰囲気でも、自分の思うようにはいかないこと
が多いなかでも怒り出さないで付き合いを続けていくことが大人のたしなみなのではないだろうか。
●DV 基金の勉強会報告
子どもを守ろう ～DV 家庭において損なわれている子どもの人権～
●役員室より ・・・P3

・・・P2

2021 年度支援団体募集します
DV 被害者支援団体を助成金で応援します

総額 50 万円（上限１団体 20 万円）

《要項・応募書式》
ホームページからダウンロード可
URL/http:// dvkikinn.a.la9.jp/
問い合わせ：

Tel: ０４３（４４１）６０１４

令和 3 年 2 月 応募期間

または ０９０-７９０７-７３３９

令和 3 年 3 月 ヒアリング・内定
令和 3 年 6 月 開催予定の総会にて承認後支出執行

mail:dvkikinn@nifty.com

≪2020 年度定期総会≫ コロナ感染拡大防止の為、書面決議で行われました。
事業報告・活動計算書・活動計画・事業予算に対して異議はなく例年通り
の活動を進めて参ります。本年度の支援は同行支援費用となりました。

１

2020 支援団体名

助成金額

支援内容

社会福祉法人一粒会

20 万円

同行支援費用
アフターフォロー費用

FAH こすもす
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【DV 防止啓発講座報告】

子どもを守ろう
DV 家庭において損なわれている子どもの人権
二人の弁護士による対談

令和 2 年 10 月 24 日（土）千葉中央社会福祉

中溝明子 VS 清田乃り子

それにもまして隣室から DV の様子が子どもに

協議会ボランティア活動室にて、お二人の弁護士、 聞こえてくるような場合も、聴覚は脳にも近いので、
中溝明子先生と清田乃り子先生（当法人理事）に

影響は大きいといえる。正しい対応で子どもの回復

より“子どもを守ろう”と題して対談による勉強

力（レジリエンス）もあるでしょう。
Q4. DV 相談で大切にされてることを教えてく

会が開催された。コロナ感染防止の立場から参加
者は少人数の 25 名。中溝明子先生は平成 12 年

ださい。「あなたにも非があったんでしょう？！」

に千葉県子どもの権利委員会の委員となった事

と言われそうで、わかってもらえるか不安で相談に

を契機に子どもの問題を考えるようになられた。

来られる。
「ひどい夫ね～」など、まず共感です。

「非行少年」どうして？生まれてきたときはそう

そして、混乱している場合も多いので優先順位を

ではなかったはず。成長の過程で何があったの？

一緒に考える。まず身を守る。それから何を（離婚

と、子どもたちに向き合うともっともっと早期に

など）求めていくのかを考える。

そんな子どもたちと関わりたいとお思いになっ

ご意見：DV が保護法で被害者が逃げるしかなく

た。育つ家庭が安全・安心の環境でない場合、そ

て、失うものが大きいことも広く理解してもらいた

うなるには時間がかかる。まず子どもたちに安心

いです。特に子どもにとって学校は子どもの居場所

と安全である環境を！と子どもセンター帆希の

でもある。転校によって居場所をなくしてしまいす。

副理事長、平成 30 年からは千葉県中央児童相談

暴力を振るうものを排除する時代が早く来てほ

所の嘱託弁護士もつとめておられる。

しいです。

＊勉強会でのご質問・ご意見など
Q１．暴力はどうして起こるのですか？
暴力による行動変容を促すのは手っ取り早い。加
害者にとって、麻薬（覚せい剤）であり、繰り返す。

体罰は「しつけ」でもダメ！

暴力は破壊です。若い親はすぐ手が出たりしますが、

令和 2 年 4 月より体罰は法律で禁止されまし

体罰含め絶滅が必要です。
《配布資料》体罰によら

た。改正児童虐待防止法、改正児童福祉法。

ない子育てのために～みんなで育児を支える社会

厚労省「体罰によらない子育て」

に～令和 2 年 2 月厚生労働省「体罰等によらない
子育ての推進に関する検討会」・・・は親になる人
には必ず読んでもらいたいと思います。
Q2. 怒りを鎮める方法はありますか？
大変難しい問題です。以前 DV 基金でも扱ったア
ンガーマネージメントもあります。「6 秒待つ」と
か。
Q3. 目前 DV が子どもの脳に大きなダメージを
与えると聞きますが。その回復は？
－2－
www.mhlw.go.jp>content

《野田事件の判決文》を読んで
野田の虐待死事件は千葉で起きた事件であ
り、千葉で支援するものがきちんと知る必要
があるのではと勉強会では清田乃り子先生よ

【役員室より】
行動様式の変化は価値観の変化に

り事件の母親と父親の判決文が資料として配
られ目を通す機会を得た。母親は懲役 2 年 6

理事

鈴木三津子

月、理由：精神脆弱さ（双極性感情障害・精

今年早春、わが国にも新型コロナウィルス

神障害 2 級）父親の影響にも鑑みると相応に

による感染者が発生しました。外国特に東南

非難を減ずべきである。・・・父親は懲役 16

アジア諸国の問題かと思っていたら、急激に

年。その理由として述べられた父親の行為は

世界中に広がって日本も例外ではなく、自分

子どもの人権を無視した非情なものであり、

たち自身の問題として取り組まなければなら

救いの手を差し伸べようとしていた関係者に

ない状況になっている事に気づき、その感染

も深い悲しみを与えている。

の速さにはあらためて驚きました。

被害児は 10 歳の女の子。父親と離れて暮ら

私たちのような一般の人間にとって、新型

していた数年（母親は夫の監視束縛が強いの

コロナウィルスによる病気は初めての体験で

を嫌って別居・離婚していた）の間に父親が
思うより娘は成長していたのではないだろう

す。病気に対する知識がなく何に用心すれば
良いのか解らない。死亡率はそれほど高くは

か。学校のアンケートを通じての「なんとか

ないようだから、多分重症にはならないだろ

なりませんか？」という SOS に被害児のまと

うと勝手に決めつけていた自分の考えの甘さ

もさが伝わってきてやるせない。子どもの成
長を許さないのが DV なのか？非情な虐待を

を、タレントの志村けんさんの死が打ち砕き
ました。そして新型コロナウィルスについて

受け、命つきた子どもの絶望感は計り知れな

は誰が感染しても、誰が重症化してもおかし

い。救いを求められた母親や、助けたいとい
う周囲に無力感を感じさせる加害者である。

くないという社会的な考え方が変化し、私の
根拠のない楽天的な考え方を否定することに

暴力をふるうものにとって暴力は麻薬、覚醒
剤？ 暴力が更なる刺激を求めてしまうのか
暴力は酷くなる。支配せんがために非情なや

なりました。
一方で、外出自粛、勤務状況の変化、3 密の
禁止によるイベントや集会の中止は、情報過

り方で人権を無視し、あたかも所有物のよう
に子どもを扱ってしまう加害者。周囲の支援

多の社会で暮らす人々に一層の不安を与える
結果になって入りと思います。それはコロナ

者にとっても加害者は手ごわい存在である。

収束後の社会変化に対する不安かもしれませ

加害者が責められたと思えば DV が激化する。

ん。例えば会社員であれば土日祝日を除いて

加害者も成育過程の影響なのか、被害者にも
加害者にも両方に対する暖かい対策（支援）

毎日出勤、仕事は会社でするものだという考
え方が常識だったわけですが、どうしても必

が必要なのだろうか。犠牲になった子どもの

要な仕事以外、家でできることは

家でする

死を決して無駄にしてはならないと思う。
（M） というように明らかに変わってきています。
さらに情報機器を使っての

＃8008（はれれば）・・・DV 相談ナビ

（令和 2 年 10 月から共通短縮番号・内閣府）

せることを示しています。

コロナの感染拡大防止を受け、

社会は効率の良い仕事の在

外出自粛で、生活不安やスト
レスで DV 相談は前年同月比
2 割増し。家庭内で抱え込み、
表面化していないケースも

会議は 1 か所に集まらなく
てもその機能を十分に果た

り方を要求しているわけで
す。これは女性にとって良
猫の挿絵

多いのでは。

いチャンスかもしれないと
思います。
男女平等に関する法律の

― 3 ―

多くは不十分ながら一応出揃ってきています。しかしながらジェンダーの問題（歴史的・文化的な差別）
には手が付けられていません。これは社会にとって大きな問題であると考えています。なぜなら、生ま
れてから現在に至るまで、生活習慣に何の疑問を持たずに生活している人々からは、
「そんなの当然じゃ
ないと」と言われて終わるような事柄が多いからです。それを女性に対する差別としての観点から捉え
ると、非常に根が深いと言わざるを得ません。事例として近頃目に付いたテレビや新聞記事から取り上
げてみました。あなたはどう思いますか。
いるだけ亭主
わが国の男性の育児休業取得率を上げるために、関係官庁がいろいろ働きかけをしてきた結果とは思い
ますが、育児休業を取り、何もしないで家でゴロゴロしてい
るだけの亭主を指すのだそうです。妻
はゼロ才児の世話で忙しい。家にいて何もしない夫は妻の仕
事を増やすだけ、邪魔な存在ということです。
DV 無料相談
ポテトサラダ問題
毎週月曜 午後 2 時から 4 時半
おそらく夕方だと思いますが、ポテトサラダを買っている女
TEL ０４３－４４１－６０１４
性を見た年配の男性がそれくらい自分で作れといったそうで
す。共働き家庭が増えている状況の中で、手間のかかるポテ
トサラダを作れというのは状況把握ができていない何よりの
証拠、実にけしからんというわけです。

NO！！DV

NPO 法人
DV 被害者支援活動促進のための基金
◆ 寄付金総額

399.000 円

個人会員数

94 名

団体会員数

11 団体

DV のない社会づくりを進めましょう
DV 被害者支援活動促進のための基金は
皆様のあたたかい心に支えられています。

（2020.10 末現在）
◆

新規会員/寄付の募集中です
個人会員 3,000 円/年・団体会員 10,000 円/年
≪会費・寄付金は下記の払込先へお願いいたします≫
DV 被害者支援活動促進のための基金

今後の理事会の予定
・令和 3 年 1 月 18 日(月)
令和 3 年 3 月 15 日(月)
令和 3 年 5 月 17 日(月)
定例理事会：原則奇数月第三月曜日

ゆうちょ銀行払込口座：00170-3-583758

編集後記
子どもを預けたくなったら理由は問わず預かる仕組みなどももっともっと拡大してほしいと感じます。大
切な幼い命を社会で守る、優しい社会になったらいいな。子育てをみんなで応援する社会になるといいです
ね。最近は空気もひんやりとしてきました。子どもを暖かい毛布でくるんでハグしてあげたいですね。
（M）

DV 被害者支援活動促進のための基金
NewsLetter vol.42 発行日 2020.12.1
認定 NPO 法人

E-mail:dvkikinn@nifty.com URL/http:// dvkikinn.a.la9.jp/
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〒260—0013
千葉市中央区中央
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Tel 043-441-6014

