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ダチョウは危険が差し迫ると、頭を穴の中に突っ込んで現実をみないようにするという。ダチョ
ウに聞いた訳ではないので、本当か嘘かはわからない。けれども、自分に不都合なことは見て見ぬ
ふりをするのは人間にもよくあることだ。
大人の知恵かもしれない。いっとき、それで
平和は保たれるだろうが、ただその先は
どうなるのか、ちょっと不安だ。
「で、結局どうなったの？」と、
今度ダチョウに会ったら聞いてみたい。

11 月は児童虐待防止月間
１８９「だれか」じゃなくて「あなた」から（千葉市）
子どもの命を守るため“あれ？！”と思ったら通報するのは市民の義務です。

11 月 12 日～11 月 25 日（女性に対する暴力撤廃国際日）
この 2 週間は女性に対する暴力をなくす運動期間
傷つけた方が悪い。性暴力に言い訳は通らない。

News Letter vol.44 の内容
●【DV 基金主催の講演会】あなたらしく生きていますか？
鹿嶋敬先生 ・・・P2
●【役員室より】DV チェックリスト ・・・P3
【豆知識】毒 親 ・・・P4

2022 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）
令和 4 年 2 月 応募期間 2 月 28 日（必着締切）

《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
０９０-７９０７-７３３９

令和 4 年 3 月 ヒアリング・内定
令和 4 年 6 月 開催予定の総会にて承認後支出執行
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mail: dvkikinn@nifty.com

【DV 基金主催

DV 防止啓発講座報告】

あなたらしく生きてますか
2020 年代の夫婦の生き方に関する考察

講師

鹿嶋敬さん（社会学者）

令和 3 年 10 月 16 日（土）千葉市生涯学習センター3 階大研修室にて

DV は男女格差を生み出している社会構造の
問題と言われますので、私は鹿嶋先生の講演会
を大変楽しみにしておりました。つい先日も日
本で衆議院選挙が終わりましたが NHK 世論調
査によれば当選した女性議員の割合は 9.6％と
いう結果でした。北欧やフランスはクオーター
制度やパリテ法により女性議員の割合が上がる
仕組みも採用されているようです。2001 年度か
ら始まった男女共同参画基本計画は、第 1 次計

男女共同参画社会基本法第 2 条には「男女

画から「21 世紀の我が国社会にとっての最重要

が、社会の対等な構成員として、自らの意思

課題」として位置づけ、「国際的な評価を得られ

によって社会のあらゆる分野における活動に

る社会」（第 4 次計画）
、
「国際社会と協調する社

参画する機会が確保され、もって男女が均等

会」（第 5 次計画）を目指すものでもあります。

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

男女間格差の是正は広く世界の課題であり、各

享受することができ、かつ、共に責任を担う

国が少しずつ改善に取り組んでいるとはいえ、

べき社会を形成すること」とあります。国の

依然として日本のジェンダーギャップ指数は世

男女共同参画基本計画もこのような社会づく

界で 120 位。一方日本と同じような風土が残る

りのためにステップを踏み、第 1 次男女共同

というドイツは女性メルケル首相の施策により、 参画基本計画が始まった 2001 年当時は同計
11 位。夏に開催された東京オリンピック 2020

画の普及啓発に力点が置かれましたが、現在

の各種目で金メダルをあんなに獲得できる日本

の第 4 次、第 5 次計画は「自らの意思」に基

なのに・・・。

づく「個性と能力」の発揮が「目指すべき社

男女雇用機会均等法の制定論議が活発化して

会」の重要課題になりました。先生は新聞、

いた 1982、83 年ごろ、当時、新聞記者をして

本などに書いたことと自らの行動にギャップ

いた先生が企業のトップに取材をすると、そん

があっては問題だと、常に自分の家庭での姿

な法律ができたら日本の企業は立ち行かないと

を見直すようにもしたというお言葉も頭に残

懸念を示した人たちが少なからずいたそうです。 りました。世論を前に躊躇することもあった
そんな社会通念がある中で均等法、更には男女

のではないでしょうか？しかしこの課題に身

共同参画社会基本法等の普及を推進し、
『男の座

を投じてこられた鹿嶋先生でした。

標軸』『男女共同参画の時代』
（岩波新書）等を
書き続けられた鹿嶋先生の信念に敬服です。

女性は労働市場に出て働くべき？・・・2005
－2－

年に鹿嶋先生は「男女共同参画は女性に働け、

イギリスが創設した３０％Club（女性取締役比

働けと言っているのではないか」という批判を

率）を取り入れる日本企業があることは朗報で

踏まえて、こんな記事も書いておられます。

す。しかしもはや男女という 2 次元的な格差で

「『決して女性は労働市場に出て働くべきだ』

はなく、若者、性的なマイノリティ、外国籍者

などと決めつけるものではない」と。働くこと

など、格差は多元的に広がっています。そうし

が「自らの意思」であれば尊重されるべきで、

た中で今、すべての人権が尊重され、格差のな

既婚者なら夫婦でよく話し合うことも大切であ

い社会づくりへとシフトチェンジすることが必

る。

要になってきています。

少子化問題は女性の社会進出が原因？・・・そ

講義のあとの会場からの質問におのおのの立

れは、育児は女性の仕事と考える固定的な性役

場での困りごとや訴えたいことで、たくさんの

割分業の社会通念があったためではないだろう

手が挙がった。この問題への関心は高く、様々

か。男女が対等に仕事、家事・育児にかかわる

な問題に影響することを改めて感じました。な

パートナーシップを前提とした少子化対策を議

かなか進まない男女雇用機会均等、古い社会通

論することが望ましいと思われる。

念で成り立っている社会構造が DV 問題にも大

ＳＤＧｓ目標 5 にジェンダー平等の成？・・・

きく影響していることは言うに及ばず、です。

意思決定機関に女性を増やす目的で 2010 年に

（M）

【役員室より】 DV チェックリスト
田中正明
理事として関わらせて頂いて5年、改めて DV のおさらいをした。
DV の種類として叩くなどの身体的暴力、罵るなどのモラハラによる精神的暴力、外出の制限など
の社会的暴力、家計を必要以上に管理するなどの経済的暴力、性的暴力、面前暴力（子どもを巻き
込む）の６種類、これらの加害者の特徴は、相手に対する支配欲が強い、DV を行っている自覚がな
いなどと専門家が分析し、男性の加害者性を支えている価値観（男尊
女卑）が日本社会に根強く残っていると指摘される。
果して、自分はどうか・・・ある時、２０１９年度の離婚件数、全体の１
９％が熟年離婚（離婚原因不明）との統計を目にし、特徴の「DV を行
っている自覚がない」ことが脳裏をかすめ、古希を過ぎた今、遅まきな
がらネットで見つけたチェックリスト（男性加害者用）を試し、専門家に
相談、幸いにもカウンセリングを受ける必要がないことを知り安堵し
た。
そもそも、自覚のない加害者が、行動を起こすことはまれで、加害者
である事を気付かせ、更生させて、DV の根幹を絶つ手立ての必要性
を感じている。しかし、我が国には、加害者の更生は、刑罰にその目
的の一つがあるとの考えからか、未だに刑罰とは別に、加害者更生プログラムがなく難しい。ただ、自
発的に参加する、民間団体の更生プログラムがあるので、ＤＶ撲滅の望みを捨てた訳ではないが、Ｄ
Ｖを行っている自覚がないという特徴に注視し、早期に、自発的ではない加害者のスクリーニングと
更生に関する法制化を期待したいものである。
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豆 知 識

毒

親

「毒親」について語る時、典型的に表現されるのは子どもに
絶え間なく罪悪感を持たせ、恐怖心を植え付け、義務感を感じ
させるような行動を繰り返す親のことを言う。彼らの行為は子
ども人生と別個のものではなく、子どもの人生そのものを否定
してしまう行動パターンである。
もともとは物事をより良くする思い、感情からだったかもし
れない。それゆえか「毒親」の行為が子どもに害を及ぼし、子
どもを傷つけても謝罪するどころか自分のやったことが間違
いだと認めない。その結果、虐待や無視、放置が続く。
共同養育者として「毒親」に対処するには、法律に準拠した
共同養育プラン（裁判所で記述）を作る。裁判所が指定した調
停者に関与してもらう。子どもに対し過剰なぐらい愛情を注ぐ。
共同養育者・・・
「共同親権者」という言葉が漫然と使われていることがありますが、権利というより、
義務要素が強いとも言われています。

NO！！DV
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。

新規会員/寄付の募集中です

◆ 寄付金総額

1,241,000 円

個人会員数

91 名

団体会員数

10 団体

（2021.11 月末現在）

DV 無料相談
毎週月曜 午後 2 時から 4 時半

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
ゆうちょ銀行払込口座：00170-3-583758

TEL

０４３－４４１－６０１４

NPO 法人
DV 被害者支援活動促進のための基金

編集後記
秋篠宮家の真子さんが結婚されたニュースは多くの人々の関心
を集め、二人のこれからを多くの人々が心配もしているのではな
いかと思います。一方、もうそっとしといてあげたら！の声も大
きいのではないでしょうか？「小室夫妻の映像は撮らない」日本
のテレビメディアと総領事館が協定を結んだそうです。ひとりひ
とりが大切にされますように。

DV 被害者支援活動促進のための基金
NewsLetter vol.44 発行日 2021.12.7
認定 NPO 法人

E-mail:dvkikinn@nifty.com URL/http:// dvkikinn.a.la9.jp/
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