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最低３日分が必要
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（例）おしりふき、おりものシート、アレルギー食品（例）おしりふき、おりものシート、アレルギー食品 出典　災害時の物資備蓄について　長崎県福祉保健部福祉保健課資料
　　　総務省　消防局HP
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行政の災害時の備蓄方法には、行政の災害時の備蓄方法には、

があります。があります。
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自分にとっての
必需品が届かない

災害発生

72 時間を基準に、
人命救助活動が優先

行政の備蓄品は、発災直後の
生命維持や生活に必要な
最低限の物資を備蓄
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72 時間を基準に、
人命救助活動が優先

行政の備蓄品は、発災直後の
生命維持や生活に必要な
最低限の物資を備蓄

県内の８地域（県南・県北・島原三市・県央･対馬･壱岐･下五
島・上五島）の推進員･アドバイザー、地域活動促進会議構成
員、市町担当者、市町危機管理担当者･避難所運営担当者等
を対象に、『災害対応力を強化する女性の視点』実践プログ
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印刷・投影用スライド教材の
ほか、動画教材もありますの
で、研修や勉強会、防災・男
女共同参画関連のイベント
等、様々な機会にぜひご活用
ください。 

男女共同参画の担当部署
だけでなく、行政職員全
体や自治会や自主防災組
織のメンバーの方々の理
解も必要だと感じた。

避難所にいけば、備蓄品があるから大丈夫 ?避難所にいけば、備蓄品があるから大丈夫 ?

自分の身は、自分で守ることが必要です !!
災害は、いつ起こるかわかりません。
平常時に、いざという時のために備えましょう。
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県や市町の現物備蓄品には、
どんなものがあるの ?
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どんなものがあるの ?
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夜の会議に出席するだけ
で、夫の機嫌が悪くなる
という話は、よく聞く。男
性の理解と協力も必要だ
と感じた。

参加者の
感想

参加者の
感想

特集

ながさき男女共同参画推進センターだより

女性と男性のよりよいパートナーシップのために

コロナ禍で見えてきた女性に関する課題

誰ひとり取り残さない　ポストコロナ社会のために

女性に対する暴力をなくす運動　今年のテーマ「性暴力をなくそう」

地域リーダー育成のためのオンライン研修

インフォメーション（DV･性暴力､児童虐待相談窓口)

相談窓口のご案内相談窓口のご案内
一般相談

長崎県男女共同参画推進センター  きらりあ
男性相談

18：00～21：00
毎月第 2・4水曜日 

TEL095-825-9622

男性相談員が男性のための
電話相談を行います。秘密
は守ります。安心してお電
話ください。

TEL095-822-4730

9：00～17：00
月曜日～金曜日　

（祝日、年末年始を除く）

ひとりで悩んでいませんか？
家庭のこと、仕事のこと、
自分のこと…。

相談は
解決の一歩です。

県内の相談窓口

TEL095-846-0560
9：00～17：45（月～金）

長崎こども・女性・障害者
支援センター

TEL 0956-24-5125
9：00～17：45（月～金）

佐世保こども・女性・障害者
支援センター

編集･発行

検索内閣府　男女災害対応

検索長崎県備蓄

地域リーダー育成のための
オンライン研修

長崎県男女共同参画 
推進センターきらりあ
（県庁行政棟２階）

パートナーや恋人からの暴力に
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性暴力の悩み、SNSで
相談してみませんか ?

「これってDVかな？」「暴力をふるわれている」
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189

性暴力被害全国共通ダイヤル

児童相談所虐待対応ダイヤル

Cure time
キュアタイム

県政資料閲覧エリア

友だち追加

県庁行政棟１階
エントランスの隣

図書・ビデオを無料
で貸出しています。

長崎県県民生活環境部
男女参画・
女性活躍推進室

長崎県男女共同
参画推進センター
きらりあ

ながさき男女共同参画推進センターだよりは、
電子書籍でご覧いただけます。
次号は、４年３月発行予定です。

JR長崎駅から徒歩　約5分

@ngs_kendanjo

長崎市尾上町3番1号
電話：095-822-4729
FAX：095-822-4739

長崎市尾上町3番1号
電話：095-822-4729
FAX：095-822-4739

つ な ぐ

はやくワンストップ

いちはや く

は や く

通話料
無　料

77vol.
2021

避難所などで
新型コロナウイルス感染を
防ぐために使用するものを備蓄

災害時の
　物資備蓄
災害時の
　物資備蓄
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１１月１２日～２５日

パープルリボンは、女性に対する暴力
根絶のシンボルマーク

DV（ドメスティック･バイオレンス）：配偶者や親密な関係にある、又はあった人から振るわれる暴力

長崎県人材活躍支援センター女性就業支援コーナー
ウーマンズジョブほっとステーション

誰ひとり取り残さない
ポストコロナ社会のために

長崎県の取り組み長崎県の取り組み
「女性の働きたい」を応援！

DVの相談件数 配偶者からの暴力の被害経験

女性の自殺者　

特に無職（主婦など）、
女子高校生の自殺

DV(ドメスティック･バイオレンス）とは、

身体的暴力 精神的攻撃

経済的圧迫 性的強要

児童虐待の
相談件数　

女性の就業が多い職種や非正規雇用労働者に大きな影響　

保育園休園、小中高校休校が母親の就業に影響

女性の家事･育児･介護の負担

宿泊、飲食、生活・娯楽業、製造業、小売業

家
庭
と
い
う

密
室
の
中
で
の

女
性
に
対
す
る
暴
力

雇
用
調
整
の

対
象
に
な
り
や
す
い

ス
ト
レ
ス
や

心
身
の
不
調

家
事･

育
児･

介
護
な
ど
の

負
担
が
増
え
る

コロナ禍で
見えてきた
女性に関する
課 題

性犯罪･性暴力や、DV（ドメスティック･バイオレンス）、セクシュアルハラスメント、
売買春、ストーカー行為などの女性に対する暴力は、重大な人権侵害です。

女性が活躍できる社会にするためには、DVは許されない!!

男女が対等なパートナーになるためには、DVをなくすことが大事!!

被害者をつくらないためには、加害者にならない、暴力を見ないふりをしないことが大事!!

性暴力は、性別や年齢にかかわらず起こります。
身近な人や交際相手、配偶者から被害を受けることもあります。

自分の思い込みが、身近な人を傷つけることもあります。
自分自身の に気づきましょう。

２人き
りで食

事した
よね？

ほら、お
互いお

酒飲ん
でたし・

・・

　ボディータッチ
　　してきたよね？

今、

付き合ってる
じゃん！

家に来てくれたよね？イヤって言わなかったよね？

そんな服装
　してるしさぁ・・・

性暴力被害者支援  サポートながさき  
性暴力被害者専用性暴力被害者専用

性暴力被害全国共通ダイヤル性暴力被害全国共通ダイヤル

095-895-8856

#8891
はやくワンストップ

女性に対する暴力をなくす運動

傷つけた方が悪い。

性暴力に言い訳は通らない。

イヤだと思っているのに、
無理やりされる性的な行為は、
すべて暴力 です。

性被害･性暴力について、こんな風に
　　　　　　　　　　思い込んでいませんか?性被害･性暴力について、こんな風に
　　　　　　　　　　思い込んでいませんか?

今年のテーマは、「性暴力をなくそう」

検索長崎県イクメン

新型コロナウイルス感染症の拡大は、男女に異なる影響をもたらしています。特に、女性への
深刻な影響の根底には、平常時においてジェンダー平等･男女共同参画が進んでいなかっ
たことが、コロナの影響により明らかになりました。今だからこそ、女性に焦点を当てて考えるこ
とで、誰一人取り残さない社会づくりを自分の事として考えるきっかけにしていきましょう。

夫婦で在宅勤務中。
私にも仕事があるのに
家にいるなら今まで以上に
家事をしてほしいな･･･。

家族と過ごす時間が増えた
から、時間の使い方を見直
すきっかけにしたいな。

※子どもへの直接の暴力がなくても、DVは子ども
にとっては「虐待」です。

精神的・経済的な暴力の増加傾向

解雇、雇い止めなどの対象になりやすい

シングルマザーの失業率

テレワークの受け止めに男女差

解雇、雇い止め、休業、失業

世帯収入が減る･とだえる

４月

５月
６月

2019 2020

1.5倍前年同期比

出典 ： 内閣府男女共同参画局調べ

2019 2020 2019 2020

自宅に
いながら、
オンラインで
相 談 男性の家事･育児等への参画について

イクメン･イクボスの動画紹介や、様々なコンテンツを紹介

抵抗すれ
ば、

逃げられ
たはず

だから同
意して

いたよね

「恐怖で全く抵抗できなかった」、ある
いは「自分の身を守るためにあえて抵
抗できなかった」被害者も多くいます。

被害者の中には、長年、心や身体の不
調に悩まされるケースもあります。性暴
力は「魂の殺人」とも言われています。

あなたが相談されたら、
安心して相談できる
性暴力被害者専用の
相談･支援窓口があることを
教えてください。

「男性・男の子は、性被害･性暴力の被害に
あわない、性被害にあったとしても傷つか
ない」といった思い込みは、間違いです。

男性・男の子も性暴力にあうことがありま
す。同意もなくからだに触れたりするこ
と、性的な接触も、性暴力です。

被害にあうのは、その
人自身に問題があるわ
けではありません。
悪いのは、加害者です。
被害者は、悪くありま
せん。

派手な服装
だから

男性は被害者に
ならない

無意識の思い込み無意識の思い込み気づくことが、大事!!気づくことが、大事!!
参考：令和2年度　男女共同参画の視点からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に関する調査報告書

2020年
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力は「魂の殺人」とも言われています。

あなたが相談されたら、
安心して相談できる
性暴力被害者専用の
相談･支援窓口があることを
教えてください。

「男性・男の子は、性被害･性暴力の被害に
あわない、性被害にあったとしても傷つか
ない」といった思い込みは、間違いです。

男性・男の子も性暴力にあうことがありま
す。同意もなくからだに触れたりするこ
と、性的な接触も、性暴力です。
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人自身に問題があるわ
けではありません。
悪いのは、加害者です。
被害者は、悪くありま
せん。

派手な服装
だから

男性は被害者に
ならない

無意識の思い込み無意識の思い込み気づくことが、大事!!気づくことが、大事!!
参考：令和2年度　男女共同参画の視点からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に関する調査報告書
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ＪR長崎駅ＪR長崎駅

NEWNORMAL物資の支援が遅くなる物資の支援が遅くなる

マスク、消毒液、せっけん、
体温計、タオル、
ビニール手袋など

マスク、消毒液、せっけん、
体温計、タオル、
ビニール手袋など

人によって、必需品はさまざま
自分だから必要なものをプラス!!
最低３日分が必要

人によって、必需品はさまざま
自分だから必要なものをプラス!!
最低３日分が必要

（例）おしりふき、おりものシート、アレルギー食品（例）おしりふき、おりものシート、アレルギー食品 出典　災害時の物資備蓄について　長崎県福祉保健部福祉保健課資料
　　　総務省　消防局HP

流通備蓄と現物備蓄流通備蓄と現物備蓄
行政の災害時の備蓄方法には、行政の災害時の備蓄方法には、

があります。があります。

自分にとっての
必需品が届かない
自分にとっての
必需品が届かない

災害発生

72 時間を基準に、
人命救助活動が優先

行政の備蓄品は、発災直後の
生命維持や生活に必要な
最低限の物資を備蓄

災害発生

72 時間を基準に、
人命救助活動が優先

行政の備蓄品は、発災直後の
生命維持や生活に必要な
最低限の物資を備蓄

県内の８地域（県南・県北・島原三市・県央･対馬･壱岐･下五
島・上五島）の推進員･アドバイザー、地域活動促進会議構成
員、市町担当者、市町危機管理担当者･避難所運営担当者等
を対象に、『災害対応力を強化する女性の視点』実践プログ
ラム（内閣府提供）をオンラインで実施しました。

印刷・投影用スライド教材の
ほか、動画教材もありますの
で、研修や勉強会、防災・男
女共同参画関連のイベント
等、様々な機会にぜひご活用
ください。 

男女共同参画の担当部署
だけでなく、行政職員全
体や自治会や自主防災組
織のメンバーの方々の理
解も必要だと感じた。

避難所にいけば、備蓄品があるから大丈夫 ?避難所にいけば、備蓄品があるから大丈夫 ?

自分の身は、自分で守ることが必要です !!
災害は、いつ起こるかわかりません。
平常時に、いざという時のために備えましょう。

流通備蓄って、なに？流通備蓄って、なに？

地域内のスーパーマーケット･コンビニ、ホームセ
ンター事業者などと協定を締結し、在庫の食料品
や日用品などを災害用として活用

・食料品　おにぎり･パン･インスタント食品など
・日用品
・ダンボール製品など

県や市町の現物備蓄品には、
どんなものがあるの ?
県や市町の現物備蓄品には、
どんなものがあるの ?
主な備蓄品
　調理不要食、アルファ化米、クラッカー、飲料水、
　乳児用オムツ、毛布、成人用紙オムツ、生理用品
　排便袋、避難所用間仕切り、避難所用マット、
　避難所用屋内テント

各備蓄倉庫、
地域センター、
消防署などに保管して
災害に備えています。

県内市町の備蓄品については、長崎県HPで
確認できます。　　

夜の会議に出席するだけ
で、夫の機嫌が悪くなる
という話は、よく聞く。男
性の理解と協力も必要だ
と感じた。

参加者の
感想

参加者の
感想

特集

ながさき男女共同参画推進センターだより

女性と男性のよりよいパートナーシップのために

コロナ禍で見えてきた女性に関する課題

誰ひとり取り残さない　ポストコロナ社会のために

女性に対する暴力をなくす運動　今年のテーマ「性暴力をなくそう」

地域リーダー育成のためのオンライン研修

インフォメーション（DV･性暴力､児童虐待相談窓口)

相談窓口のご案内相談窓口のご案内
一般相談

長崎県男女共同参画推進センター  きらりあ
男性相談

18：00～21：00
毎月第 2・4水曜日 

TEL095-825-9622

男性相談員が男性のための
電話相談を行います。秘密
は守ります。安心してお電
話ください。

TEL095-822-4730

9：00～17：00
月曜日～金曜日　

（祝日、年末年始を除く）

ひとりで悩んでいませんか？
家庭のこと、仕事のこと、
自分のこと…。

相談は
解決の一歩です。

県内の相談窓口

TEL095-846-0560
9：00～17：45（月～金）

長崎こども・女性・障害者
支援センター

TEL 0956-24-5125
9：00～17：45（月～金）

佐世保こども・女性・障害者
支援センター

編集･発行

検索内閣府　男女災害対応

検索長崎県備蓄

地域リーダー育成のための
オンライン研修

長崎県男女共同参画 
推進センターきらりあ
（県庁行政棟２階）

パートナーや恋人からの暴力に
悩んでいませんか。

性暴力の悩み、SNSで
相談してみませんか ?

「これってDVかな？」「暴力をふるわれている」
「自分だけでなく、子どもたちのことも心配」

●専門の相談員が対応　●電話相談 ２４時間受付　●メール相談
●チャット相談　12：00～ 22：00　●10ヶ国語対応

0120-279-889DV相談プラス

レイプ、わいせつ行為などの
性犯罪や性行為の強要は性暴力です。

児童虐待かも、と思ったら…

●相談受付　９：３０～１７：００
　受付時間外はコールセンターで対応します
●LINE（ライン）でも相談受付します。
●医療支援、付添い支援、カウンセリング、法律相談などに対応

●相談受付　毎週　月･水･土　１７：００～２１：００ 
●チャットでお話をうかがいます。
●年齢、性別は、問いません。●外国語での対応
●匿名で相談を受け付けます。

●お住まいの地域の児童相談所に電話がつながります。
●通告･相談は、匿名で行うこともでき、
　通告･相談をした人の内容などの秘密は守られます。

#8891

189

性暴力被害全国共通ダイヤル

児童相談所虐待対応ダイヤル

Cure time
キュアタイム

県政資料閲覧エリア

友だち追加

県庁行政棟１階
エントランスの隣

図書・ビデオを無料
で貸出しています。

長崎県県民生活環境部
男女参画・
女性活躍推進室

長崎県男女共同
参画推進センター
きらりあ

ながさき男女共同参画推進センターだよりは、
電子書籍でご覧いただけます。
次号は、４年３月発行予定です。

JR長崎駅から徒歩　約5分

@ngs_kendanjo

長崎市尾上町3番1号
電話：095-822-4729
FAX：095-822-4739

長崎市尾上町3番1号
電話：095-822-4729
FAX：095-822-4739

つ な ぐ

はやくワンストップ

いちはや く

は や く

通話料
無　料
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避難所などで
新型コロナウイルス感染を
防ぐために使用するものを備蓄

災害時の
　物資備蓄
災害時の
　物資備蓄
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