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Unisonとは、音楽用語で一つの旋律を全部の音声が歌ったり演奏する意味から、すべての
人が性にとらわれず、同じ立場で意見を主張できる社会の実現を願って名付けました。
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No.35　令和 3年 6月発行

　埼玉県の女性起業家を応援するビジネスプランコンテスト「2020年　SAITAMA
　Smile　Womenピッチ」で市内で畳店を営む大山惠美子さんがソーシャルビジネ
ス賞を受賞されました。
　商品開発にあたっての、特許の出願や介護保険への働きかけなど、初めてのことに
果敢に挑戦する前向きで明るい姿が評価されての受賞となりました。

　大山畳店が開発した「リフォーム畳®®」は、適度な硬さと柔らかさを備え持ち、車
いすでの走行が可能なだけでなく、転倒した場合の衝撃吸収力に優れているため怪我
のリスクが軽減できるなど、高齢者に優しい商品です。また、イ草の畳表の代わりに
様々な柄のシート材が選べるため、簡単に和室を洋室に変更することもできます。
　昨年度は「渋沢栄一ビジネス大賞」の特別賞にも輝きました。

Q リフォーム畳リフォーム畳®®を開発するきっかけは？�を開発するきっかけは？�
　畳の需要が減って、「これではいけない！」と思ったのが発端でし　畳の需要が減って、「これではいけない！」と思ったのが発端でし
たが、基本的にダメって言われると、「じゃあどうしようか」と発想たが、基本的にダメって言われると、「じゃあどうしようか」と発想
の転換をする性格が功を奏したようです。の転換をする性格が功を奏したようです。

Q 開発にあたってのご苦労は？�開発にあたってのご苦労は？�
　ただ「良いから」だけでは説得力がないので、公的研究機関に頼み　ただ「良いから」だけでは説得力がないので、公的研究機関に頼み
込んで科学的な実証データを作成していただきました。通常のフロー込んで科学的な実証データを作成していただきました。通常のフロー
リングと比較し、転倒時の衝撃の吸収性が高いことが証明できたことリングと比較し、転倒時の衝撃の吸収性が高いことが証明できたこと
で、高い評価を得ることができました。 で、高い評価を得ることができました。 

Q 成功の秘訣は？�成功の秘訣は？�
　　一つ一つ、挫けず挑戦したことでしょうか。さまざまな関係機関に一つ一つ、挫けず挑戦したことでしょうか。さまざまな関係機関に
問い合わせて、教えていただいたことを実践してきました。皆さん親問い合わせて、教えていただいたことを実践してきました。皆さん親
切に助言してくださいました。切に助言してくださいました。

Q 家族経営を良好に進める秘訣を教えてください�家族経営を良好に進める秘訣を教えてください�
　24時間ずっと一緒にいますので、夫の「言われたくないポイント」　24時間ずっと一緒にいますので、夫の「言われたくないポイント」
がわかります。夫婦仲良く仕事を続けるために言いたいことを我慢すがわかります。夫婦仲良く仕事を続けるために言いたいことを我慢す
ることもありますが、それは夫も同じこと。お互い、相手を尊重してることもありますが、それは夫も同じこと。お互い、相手を尊重して
上手に付き合うようにしています。上手に付き合うようにしています。

『女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。』『女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。』
令和３年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ令和３年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

　６月2３日（水）から2９日（火）までの１週間は、「男女
共同参画週間」です。
　全国から選ばれたこのキャッチフレーズには「自
分を好きになって、自分を信じ、創り上げた自由な
発想が受け入れられる社会でありますように」との
思いが込められています。
　この１週間が、皆さんの「男女共同参画」を考え
るきっかけになることを願います。
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　本市では、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とする「第４次
八潮市男女共同参画プラン」に基づき、市の男女共同参画を推進しています。
昨年度は、計画期間の中間年にあたり社会の状況の変化や施策の進捗状況を勘
案して、内容を見直しましたので、その一部を紹介します。

「第 ４次八潮市男女共同参画プラン」の「第 ４次八潮市男女共同参画プラン」の
見直しを行いました見直しを行いました 男女共同参画推進活動事業委託の報告男女共同参画推進活動事業委託の報告
〈見直しの背景〉

国際的な動き ・�持続可能な開発目標SDGｓにおける「ジェンダー平等」への取組
・�新型コロナウイルス感染拡大の防止と「新たな日常」への対応

国内の動き

・�政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行（2018）
・�女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正
する法律の施行（2019）
・�防災基本計画の修正（2020）

八潮市の動き ・�八潮市におけるパートナーシップの公的認証制度及び性的少数者
に関する諸問題への取組に関する請願の採択（2020）

　八潮市では、市内で活躍する団体に「男女共同参画を推進する事業」を委託しています。令和２年度は「レインボー八潮」に事業を委託しました。

レインボーレインボー八潮八潮からのからの報告報告

レインボーレインボー缶缶バッジをバッジを作製作製しましたしました

令和 ３年度の実施団体を募集します

『くまのトーマスはおんなのこ『くまのトーマスはおんなのこ　―ジェンダーと　―ジェンダーと
ゆうじょうについてのやさしいおはなし―ゆうじょうについてのやさしいおはなし―』』のご紹介のご紹介ZOOMで参加♪

～みんなのＬＧＢＴ教室～ あなたはあなたのままでいい

　令和２年度は、コロナウイルス感染
症拡大を防止するため、初めての
ZOOM配信に挑戦してみました。始
めはスムーズに画像が映らず少々苦戦
しましたが、慣れてしまえば気軽に、
自由にお茶を飲みながら参加すること
ができました。チャットを通じての意
見交換も楽しめました。

　少年エロールとくまのトーマスは友だち。ある日、トーマスが、
自分は男の子ではなく女の子のくまだと告白！？

　女の子になりたいとずっと悩んできたトーマス。それ
を打ち明けたらエロールは、もう友だちじゃなくなって
しまうのだろうか・・・
　本当のことを告白されたエロールの言葉「大事なのは
きみがぼくの友だちってことさ」に胸が熱くなります。
男性から女性に性別移行した父親をもつ娘が、息子に読
み聞かせたいと創った絵本です。

　八潮市では、「互いに認め合い、人権を尊重する社会づくり」を進めるため、
性的指向や性自認に係るLGBT等性的少数者の方を応援するとともに、正しい
理解を促進します。
　市が主催するLGBT等に関する研修や講演会等に参加された方々に、レイン
ボーバッジをお配りする予定です。

　令和３年度中に、男女共同参画を推進するための事業を実施していただける団体を募集します。８月末までにお申し込みいただいた団体の
中から、選考のうえ５万円を上限として事業に関わる対象経費をお支払いします。（詳細は市ホームページをご覧ください）

相
談
機
関

●よりそいホットライン（4番）
一般社団法人社会的包摂サポートセンター
錆0120-279-３３8　24時間３65日対応・無料

●セクシュアルマイノリティ電話法律相談
東京弁護士会　☎0３-３581-5515　毎月第2・第4木曜日
（祝祭日の場合翌金曜日）　17時～19時・無料

　近頃は、自身の性自認や性的指向が定まらない（定め
ない）「Questioningクエスチョニング」「Queerクィア」
などを含めて「LGBTQ」や「LGBT＋」などと記され
ることもあります。

　電通ダイバーシティ・ラボが２0２0年に行った調査によ
ると、人口の８.9％が「LGBT等」にあたるとしており、
LGBT等に関する悩みは決して特別なことではないこと
が解ります。いま、少しずつですが性の多様性が認めら
れるようになってきました。

esbian レズビアン
性自認が女性で女性が恋愛対象になる女性同性愛者
L
ay ゲイ

性自認が男性で男性が恋愛対象になる男性同性愛者
GG

女性も男性も恋愛対象になる両性愛者
バイセクシャルBBisexualisexual

身体的な性別と自認する性別が一致しない人
トランスジェンダーTTransgenderransgender

ポット出版プラス（2016.12.7）
　作：ジェシカ・ウォルトン
　絵：ドゥーガル・マクファーソン
　訳：かわむらあさこ

≪ロゴマークのデザインモチーフ≫
ハート　　　　　：愛、おもいやり、やさしさ、理解
シラコバト　　　：平和、はばたく
四葉のクローバー：希望、誠実、幸運を象徴
桜　　　　　　　：やさしさ、美
蝶　　　　　　　：美しさ、喜び、飛び立つ、Next Stage
レインボーカラー：LGBT等のイメージカラー
Ally（アライ）　：LGBT等のことを理解し応援する人
（このデザインは越谷市の「HANABUSA　DESIGN」が作成し、埼葛郡市１２
市町で共通して使用しています。）

Yashio City 
～Ally～ 

 

実施日：令和２年１１月２9日（日）１３：00～１５：５0
参加者：２0人
内　容：第１部　 みんなで読もう『くまのトーマスはおんなのこ』 

ＮＰＯ法人劇団サードクォーターによるワークショップ
　　　　第２部　 講演会＆意見交換会 

ＬＧＢＴ初級編『あなたはあなたのままでいい』 
レインボーさいたまの会事務局次長　神成和美さん

「LGBT」とは？「LGBT」とは？…性的少数者を表す総称のひとつです…性的少数者を表す総称のひとつです

新型コロナウイルス感染症
拡大と「新たな日常」への対応
　外出自粛や休業等による生
活不安・ストレスからのDV
や虐待に対し、相談体制の充
実と迅速な対応に努めます。

子育て支援
・病児保育で、働く保護者を
サポートします。
・市内7カ所の「子育てひろば」
で、地域の情報や子育てに関
するさまざまな情報を発信す
るとともに、子育てに関する
相談やサポートに努めます。

あらゆる分野における
女性の活躍

　政治分野を始め、さ
まざまな政策決定の場
への女性の参画を促進
します。

DV対応と児童虐待
対応の連携強化

　DVと児童虐待の密接
な関係性に着眼し、被害
者の早期発見と予防に努
めます。

LGBT等、性の多様性に
関する理解と支援

・避難所等を設置するときは、ト
イレや更衣室などに配慮します。
・パートナーシップ公的認証制度
の導入に努めます。
・研修修了者等（LGBT理解者＝
アライ）に、認定証を発行します。

ワーク・ライフ・
バランスの推進

　多様な働き方実践企
業の発掘と紹介に努め
ます。

女性の就労支援
　埼玉県女性キャリア
センター事業の積極的
活用を推進します。

第4次八潮市男女共同参画プラン
の見直しポイント！

　世界各国が協力して２0３0年までに解決すべき１７の目標である
「SDGs」においても男女共同参画を推進しています。
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　市民の皆さまから市へ寄せられる、ＤＶ（配偶者からの暴力）
相談の件数が急増しています。令和元年度は８７件だった相談件
数が、令和２年度は２１６件へと約２.５倍に増えており、中には生
命に危険が及ぶほど深刻なケースも含まれます。
　コロナ禍で夫婦ともに在宅時間が増えたことや、経済的な不

安によるストレスが要因となって増えているようで、「仕事が
減った夫が自宅で飲酒して暴れる」「テレワークの夫がイライ
ラして暴言を吐く」「夫がずっと家にいるため監視されている
ようで息苦しい」など、コロナ禍ならではの夫婦の関係性が目
立ちました。

コロナの影響！？
八潮市配偶者暴力相談支援センター「八潮市DV相談支援室」への
相談件数は、前年度比約２.５倍！

場　所：八潮駅前出張所内相談室　
相談日：�火～木曜日　午前10時～12時、� �

午後1時～4時（1回50分）
予約・問合せ：�人権・男女共同参画課� �

☎048-996-2111（内線811）

　市では、様々な悩みを持つ女性を対象とした相
談を実施しています。
　夫婦のこと、家族のこと、生き方など…、ひと
りで悩まないで相談してみませんか？女性相談員
があなたの悩みに寄り添います。
※完全予約制

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、夫婦や恋人など親
密な関係にあるパートナーからの暴力を言います。
　暴力の形はさまざまで、殴る、蹴るなどの身体的暴力の他、暴言
や脅迫などの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性
行為の強要などの性的暴力など多岐にわたります。
　これってＤＶ？と感じたら、少しでも早く専門家に相談しましょう。

相談専用電話：☎048-996-3955　
相談日（予約優先）：�月・金曜日� 午前10時～12時、午後1時～4時
※面接相談をご希望の方は、予約が必要です。
予約・問合せ：�人権・男女共同参画課� �

☎048-996-2111（内線811）

◆埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」
　電話相談：☎04８-６00-3８00　月～土曜日　午前１0時～午後８時30分（第3木曜日・臨時休館日を除く）
　インターネット相談：（２4時間受付）　http://www.withyou-saitama.jp/counsel/guide.html

◆内閣府 男女共同参画局　
・DV相談ナビ：�全国共通の短縮番号「＃８00８」（はれれば）相談者の最寄りの相談機関に自動転送。
・DV相談プラス：☎0１２0-２７9-８８9（２4時間受付）
　　　　　　　　メールでの相談：https://form.soudanplus.jp/mail
　　　　　　　　SNSでの相談：https://form.soudanplus.jp/ja
・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：全国共通の短縮番号「＃８８9１」
・性暴力に関するチャット相談「Cure Time（キュアタイム）」：月・水・土　１７：00～２１：00　https://curetime.jp

その他DV等に関する相談窓口その他DV等に関する相談窓口

相談室だより

お知らせ
男女共同参画パネル展　『“わたしの”防災対策』男女共同参画パネル展　『“わたしの”防災対策』
　６月２3日㈬から２9日㈫までの「男女共同参画週間」の期
間中、八潮駅前出張所（八潮メセナ・アネックス）ロビー
にパネルを展示します。
　地震、台風など災害時には、自然現象の規模とともに、
受け止める私たちの社会のあり方が、被害の大きさを変え
ていきます。大切な命を守り、被害を少しでも減らすため
に、日ごろからできることを考えてみましょう。
‘地震だ！覚えておきたいとっさの行動’
‘わが家に必要な備えをリストアップしよう！ ’
……今すぐ役立つ情報パネルを掲示します。お近くにお越
しの際は、ぜひご覧ください。 令和２年度パネル展「スポーツと女性」

八潮市ＤＶ相談八潮市ＤＶ相談八潮市女性相談八潮市女性相談


