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■ �陰のパンデミック！国際機関が警鐘を鳴らす、
密室化した家庭内で悪化するDVと虐待

　新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振る
い、世界各国で都市封鎖（ロックダウン）や感染者の隔
離が行われる中、2020年4月5日、アントニオ・グテー
レス国連事務総長は次のような声明を発表しました。

　「暴力は戦場に限ったことではありません。多
くの女性や女児にとって、最も安全であるべ
き場所で脅威が最大に迫っています。彼女た
ちの家庭で、です。（中略）都市封鎖と隔離が
COVID-19（※ 3）の抑制に不可欠だと分かってい
ます。しかし、これらは、虐待を行うパートナー
を持つ女性を困難に陥れる可能性があります。
（中略）私は、全ての政府に対し、女性に対する
暴力の防止と救済を、COVID-19 に向けた国家
規模の応急対応のための計画の重要項目とする
よう要請いたします」

内閣府男女共同参画局 HP　アントニオ・グテーレス国
連事務総長の声明「女性に対する暴力の防止と救済を
COVID-19 に向けた国家規模の応急対応のための計画の重
要項目とすること」仮訳より抜粋

　また、続けて 4月 6日には、ムランボ=ヌクカ国
連女性機関事務局長も声明を発表しました。

　「女性に対する暴力という陰のパンデミック（※4）

が拡大しているのです。（中略）閉ざされたドア
の向こうでの支配と暴力的な行動を助長する、
最悪の状況です。（中略）COVID-19 が存在する
前から、DVは既に最大の人権侵害の一つでした」

内閣府男女共同参画局HP　ムランボ＝ヌクカ国連女性機関
事務局長の声明「女性と女児に対する暴力：陰のパンデミッ
ク」仮訳より抜粋

　これらの流れを受け、4月 14日、136の国連加盟
国の大使及びオブザーバーが、アントニオ・グテーレ
ス国連事務総長の声明に応答する共同声明を出しまし
た。声明では、グテーレス国連事務総長の訴えを強く

特集

stay homeが
家庭に落とす陰、そして光…
　 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、国からの緊急事態宣言、外出自粛、学校の休校と、目
まぐるしく社会の在りようが変わる中で、私たちは「stay home」の合言葉のもと「自宅で過ごす」時間
が長くなりました。しかし、感染拡大防止の観点から提唱された「不要不急の外出を避けて自宅で過ご
そう」「いのちを守る stay home」のメッセージの陰で、多くの DV( ※ 1) や虐待の被害者が逃げ場を失い、
いのちの危険に晒されていることをご存じでしょうか。それは「自宅が安全」とは限らないという、悲
しい現実です。今回の特集では、「stay home」が私たちの家庭に落とす陰とその先に見える希望の光を、
ジェンダー ( ※ 2) の視点を交えて考えていきます。
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支持し、社会においてDVを容認しないことの重要性
を強調するとともに、世界各国におけるジェンダーに
基づく暴力の予防及び救済措置を重要視することを約
束しています。この共同声明には日本も参加していま
す。

■増加するDV、若年層の妊娠 SOS
　コロナ禍の 2020 年 4月、全国の配偶者暴力相談
支援センターに寄せられた相談件数は 1万 3,272 件
でした。これは、前年同月と比較すると、約 3割増加
した数値となっています。国は増加の背景として、外
出自粛や休業要請などで生活不安やストレスが高まっ
たことのほか、報道機関が繰り返しDVの問題を伝え、
相談機関等の存在が被害者に周知されてきたことを挙
げています。4月に国が設けた相談窓口「DV相談＋
（プラス）」では、開設から 1ヶ月で、約 4,400 件も
の相談が寄せられました。電話やメールで 24時間受
け付けてくれるほか、チャットでも相談が出来るため、

加害者と同じ屋根の下にいながら相談できるツールと
して活用されています。
　また、休校措置期間中に 10代という若年層からの
妊娠相談も増えていると言われています。「学校が休
校になり、外出自粛で遊びにも行けず、自宅で性行為
をした」「バイトが出来なくなり、援助交際をしている」
「時間を持て余し、SNSを始め、そこで知り合った人
と」……など、様々な背景に加え、こうした社会不安
の中では、女性や子どもへの性暴力が増加傾向になる
というデータもあります。
　大切なことは、「ひとりで悩まず、まずは相談する
こと」。相談機関はいつでも困難を抱えたかたからの
相談を待っています。

相談機関一覧（相談無料・秘密厳守）
DV相談

DV 相談＋（プラス） 0120-279-889 電話・メールは 24時間受付
チャットは 12:00 ～ 22:00 受付

DV 相談ナビ ＃ 8008（はれれば） 発信場所から最寄りのDV相談窓口に電話を
自動転送します

性暴力
性暴力救援ダイヤル
NaNa（ナナ） 03-5607-0799 性暴力被害に対する総合的支援を行います

24時間受付

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

＃ 8891
（はやくワンストップ）

発信場所から最寄りの性暴力被害相談窓口に
電話を自動転送します

妊娠 SOS
妊娠 SOS ひがしむらやま 042-393-5445（直通） 9:00 ～ 17:00 受付　※土・日・祝日除く

各種相談

東京ウィメンズプラザ

03-5467-2455（女性用） 9:00 ～ 21:00　※年末年始除く

03-3400-5313（男性用） 17:00 ～ 20:00（月・水）
14:00 ～ 17:00（土）　※祝日・年末年始除く

東村山市女性のための悩み相談
（無料カウンセリング）

042-393-5111
内線 2557

火・土・第 3金曜日実施　※�年末年始除く
祝日・時間は要問合せ。予約優先
問合せ・予約は左記へ
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■「女性の雇用」に逆風
　2012 年 12 月に発足した前安倍政権が、成長戦略
のひとつに掲げた「女性活躍の推進」によって、7年
間で約 330 万人の女性が新たに職に就いたと言われ
ています。しかし新型コロナウイルスの世界的流行に
よって、この「女性の雇用」にも大きな逆風が吹き荒
れています。総務省の労働力調査によると、コロナ禍
で急速に経済が悪化する中、就業者数は、2020 年 4
月から男女ともに前年比で約 8年ぶりとなる減少に
転じました。

　その中で、非正規雇用者数に注目してみると、女性
が非正規雇用者全体の約7割弱を占めています。さら
にコロナ前後で比較すると、前年同月（2019年 9月）
から全体では 123 万人の減少となっており、その内
訳は、男性が 50万人減、女性が 73万人減と、辞め
てしまった非正規雇用者の 6割弱も女性が占めると
いう結果になっています。
　この数値からは、全国一斉休校の影響で子どもが学
校へ行けなくなったことで、家事や育児を担う女性が

■家事・育児……「ケア労働」は誰のもの？！
　そもそも、なぜ非正規雇用の大半が女性なのでしょ
うか。「女性は一に家庭、二に仕事」という意識が今
なお根強く残っているからではないでしょうか。掃除、
洗濯、食事作り、子どもの世話、介護と、この膨大な「ケ
ア労働」は多くの場合女性が請け負うのが当たり前と
思われているのが実態です。
　6歳未満の子どもを持つ世帯で、夫が家事・育児に
費やす時間を、妻が無業と共働きの場合で比較したグ
ラフがあります。そこからは、妻が働いていてもいな
くても、家事・育児について夫が行動する時間はごく
わずかで、そのほとんどが妻任せであるということ、
さらには調査があった 5年の間にも、大きな変化が
見られないことが分かります。

　こうした根強い固定的性別役割分担意識（※5）が解消
されないまま訪れたコロナ禍によって、ジェンダー不
平等が一層深刻に広がったと言えるでしょう。

働きに出られなくなり、非正規雇用の女性が真っ先に
雇い止めにあったり、自ら辞めざるをえない状況に追
い込まれていることが伺えます。

内閣府「平成 29年版男女共同参画白書」より

総務省「労働力調査（基本集計）　2020年（令和 2年）9月分」より総務省「労働力調査（基本集計）　2020年（令和 2年）9月分」より

非正規の職員 ・従業員数 （2020 年 9 月）

総務省「労働力調査（基本集計）　2020年（令和 2年）9月分」より作成総務省「労働力調査（基本集計）　2020年（令和 2年）9月分」より作成

雇用形態別雇用者数（非正規の職員・従業員）

対前年同月増減（2020年9月比較）

就業者数の推移 （男女計）
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■ �「危機」に増幅される差別や不平等　今こそ必
要な多様性の視点

　平常時からの差別や不平等は、災害時や今回のコロ
ナ禍のような社会不安が広がる「危機」の中で、より
増幅されて現れます。それゆえに、平常時から政治的
な意思決定の場などには、ジェンダーやマイノリティ
といった、多様性の視点が反映されなければなりませ
ん。いまこそ、性別、国籍、地域、職業、性的指向等
あらゆる差異に左右されない視点が必要です。そして
すべての人が享受すべき基本的人権が脅かされていな
いか今一度立ち止まり、再確認する時ではないでしょ
うか。「危機」を「危機」だけで終わらせることのない
ように。

■ �働き方、暮らし方、役割分担……
　わたしたちが手に入れた、コロナの先の「光」
　新型コロナウイルス感染症が世界に与えた負の影響
は計り知れませんが、新たな生活様式の中で私たちが
手に入れたものも確かに存在します。
　これまでも試みられていたテレワーク（※6）は、感染
拡大防止のために一気に広がりました。これにより、
会社でなければ仕事ができないという思い込みや、満
員電車に揺られて通勤すること、長時間会社に拘束さ
れて仕事をすることが当たり前ではないという、働き
方に対する意識も変わりました。個々に合わせて時間
や場所を有効に活用できる柔軟な働き方が可能になる
ことで、ワーク・ライフ・バランスの向上や、労働力
人口の確保、地域の活性化にも繋がっていく兆しが見
え始めています。
　また、働き方が変われば、暮らし方にも変化が生ま

れます。自宅で過ごす時間が長くなることで、これま
で夫や子どもが不在の間に、家事を担っていてくれた
妻の働きぶりを目の当たりにし、家事が妻だけでなく
家族みんなのものになったりと、改めて家族の役割分
担を見直す機会となり、それによって家族の絆を深め
るきっかけにもなっています。
　遠方の家族や友人と、スマートフォンやパソコンを
使ってコミュニケーションを取る機会が増えたひとも
多いでしょう。
　また、テレワークで在宅の時間が増えることで、昼
間人口の少ないベッドタウンなどでは、日中の防犯力
のアップにもつながります。さらに、時間や場所に縛
られないライフスタイルが確立すれば、これまで学校
や地域のボランティア活動に参加することが難しかっ
たひとにも、参加のチャンスが訪れるでしょう。
　このように、新型コロナウイルス感染症という「危
機」をきっかけに私たちが手に入れた「希望の光」も、
かけがえのないものではないでしょうか。withコロナ、
after コロナの社会もまた、誰もがいきいきと輝ける、
暮らしやすい社会であることを願って。

用語解説
（※ 1） DV
　�Domestic�Violence（ドメスティックバイオレンス）の頭文字をとった言葉で、配偶者や恋人など親密な関係にある、または、あっ
た者から振るわれる暴力のこと。

（※ 2） ジェンダー
　生物学的な性別（sex）に対して、「男らしさ」「女らしさ」など社会的・文化的につくられた性の概念。

（※ 3） COVID-19
�　新型コロナウイルス感染症の正式名称。「CO」は「corona」、「VI」は「virus」、「D」は「disease」の略で「19」は「2019年」の意。

（※ 4） パンデミック
　感染症（伝染病）の世界的大流行を表す言葉。

（※ 5） 固定的性別役割分担意識
　�男女を問わず個人の能力等によって役割を決めることが適当であるにも関わらず、「男は仕事、女は家庭」のように、男性・女性とい
う性別を理由として役割を固定的に分ける考え方。

（※ 6） テレワーク
　�「tele」は「離れた場所」、「work」は「働く」という意味の単語を合わせた造語で、情報通信機器等を活用して、時間や場所の制約を
受けずに柔軟に働くことができる形態のこと。

5



　デートDVとは結婚していない若い恋人間でおきるDV（ドメ
スティックバイオレンス）のことで、18 ～ 29 歳の若者の内、3
人中 1人がデートDVの被害にあっていることが東京都の調査で
わかっています。
　DVには身体的な暴力だけではなく、メールや電話をチェック
する、無理やり性的な行為をする、デート費用をいつも支払わさ
れるなど、相手への強制や威圧も含まれます。
　講座では、デートDVの被害を未然に防止・抑止するために暴
力の種類や原因、自分や友達が被害にあったときの対処法、自分
の感情との向き合いかた、自分の気持ちを相手に伝える方法など
を学びます。また、会話のロールプレイを通して、相手を尊重す
るコミュニケーションの大切さと尊重のない関係がいかに不自然
で自由のないものかを実感してもらいます。
　東村山市では、2016 年度より市内の高校へ出張する形で講座を
開催しており、今年度は初めて中学校へも拡大して実施しました。
今後も若い世
代への啓発に
力をいれてい
きます。

　毎年 11 月 12 日～ 25 日は「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です。
　性別や加害者・被害者の間柄を問わず、暴力は決して許される
ものではありません。特に、パートナーからの暴力や性犯罪、売
買春、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為等、女性に対
する暴力は女性の人権を著しく侵害するもので、男女共同参画社
会を形成していく上でも、克服すべき重要な課題です。
　そのため、東村山市でもこの期間中、暴力根絶のシンボルであ
るパープルリボンにちなんで、多文化共生・男女共同参画推進交
流室でのパープルツリーの展示を始め、本庁舎 1階の市民ロビー
や市民相談・交流課前での特設コーナーの設置、いきいきプラザ
１階でのデジタルサイネージなどを通して啓発を行いました。
　これらの展示等には、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼
び掛けるとともに、「ひとりで悩まず、まずは相談して
ください」というメッセージも込められています。

日時：2020 年 10 月３日（土）
会場：市民センター

　アマチュア創作落語家で、埼玉県鶴ヶ島市の現役
職員でもある千

せん

金
きん

亭
てい

値
あたい

千
せん

金
きん

様こと阪
さか

本
もと

真
しん

一
いち

様に、男
女共同参画の視点からヒット曲の歌詞を替え歌にし
たミニライブと、創作落語「ぴーてぃーえー　～役員は女の宿命？
会長は男の勲章？PTAの七不思議～」を披露していただきました。
　なんだか難しそうと思われがちな「男女共同参画」を、誰もが知っ
ている曲の歌詞や「PTAあるある話」にからめ、「深く正しく面
白く」お伝えいただきました。
　参加者からは「替え歌の歌詞に共感した」「男女共同参画社会
の意味を楽しく認識できた」などの声をいただきました。市の
Facebook（たのしむら
やま＠東村山）のリンク
先から、当日の演目（落語）
全編がご覧いただけます。

日時：2020 年 11 月 28日（土）
会場：市民センター

　東京しごとセンター多摩との共催でキャリアコンサ
ルタントの大

おお

嶽
たけ

圭
けい

子
こ

氏を講師に迎え、「自分も！パートナーも！企
業も！元気になる」をテーマに、ワーク・ライフ・バランスにつ
いてご講演いただきました。
　講座では自己の価値観を掘り下げ、自分にとっての「はたらく」
を見つめなおすために「価値観分析ワーク」を行いました。「家族」
や「夢」「やりがい」などの 100 個のキーワードの中から働くう
えで『大切にしたいもの』『こだわりたいもの』を 5個選択し、選
んだ理由を発表してもらいました。
　また、女性活躍推進法が施行されることになった社会的背景な
どについてもお話があり、雇用する側、される側双方にとって
「好

よ

い加減」「程
ほど

よい程度」
の働き方を実現するため
には、女性が働きやすい
社会の実現が不可欠であ
ることを改めて実感する
機会となりました。

令和２年度男女共同参画推進講座　

落語で学ぼう男女共同参画！デートDV防止講座を行っていますデートDV防止講座を行っています

女性に対する暴力をなくす運動 “いい”かげんな
ワーク・ライフ・バランス講座

東村山市立東村山第三中学校での講座のようす

● 事 業 報 告 ●● 事 業 報 告 ●

※展示のようすは表紙を参照

暴力や虐待の被害者にとってより安全な世界をつくる
ことを目的に、1994 年、アメリカのニューハンプシャー

州・ベルリンでレイプや虐待の被害者によって始められた暴
力根絶の運動といわれています。パープルリボンには「あなた
はひとりではないよ」というメッセージがこめられています。

「パープルリボン運動」
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　「おとう飯
はん

」ってなんと温かな言葉でしょう。職員室の私の机に置か
れた冊子「ふぃ～りんぐ」が今年の「お弁当新聞」の始まりでした。
　明治学院東村山高等学校は富士見町にあるキリスト教主義の学校で
す。長く男子校でしたが 1991年に共学校になり、男女共修の家庭科
の授業が始まりました。共学開始と同時に家庭科教師として赴任した
私は試行錯誤の毎日です。
　2020 年度の１学期はコロナ禍のためリモート授業で開始。ようや
く始まった対面授業でも、生徒が楽しみにしている調理実習はできず、
作り方プリントを配布して動画を配信し、家庭で作ってみるというも
のに変えざるを得ませんでした。
　「お弁当新聞」は今年で３年目。栄養の勉強はいまひとつ身につい
た感じがしないので、それなら栄養のバランスを考えて一日の三分の
一の栄養を摂るお昼のお弁当にしよう、お弁当の企画を「お弁当新聞」
にして食事改善や栄養のまとめにしようと考えました。
　１年目は「お弁当新聞」を作り、優秀作品を廊下に貼りました。２
年目は「お弁当新聞」を作った後、まずグループ内で発表し、次に一
番食べたいお弁当をグループの代表にしてみんなの前で発表し、投票
でクラスの一番を決めたところ、盛り上がりました。そして３年目の今
年度はコロナ禍の年。教室でグループの話し合いが出来なくなりまし
た。どうしようと思っていた時に「ふぃ～りんぐ」をみつけました。
　授業では「ふぃ～りんぐ」を見つつ、お弁当の作り方を勉強しました。
「男性の家事育児時間が短いから男子がんばれ」ではなく、「おとう飯

はん

」

という形で男性の家事育児を呼びかけていくことに私はしなやかさと
温かさを感じます。表紙には色々な形のお弁当箱があるのをみんなで
確認しました。次のページには「おとう飯

はん

の心得」として「手早く、簡
単に、リーズナブルな食材で、家の調味料を使う、後片付けは最後ま
で。おとう飯

はん

、見守っててね、おかあはん」とあります。そのまま授
業に生かせます。紙面にあるお弁当を見ながら「ここは工夫があるね」
とか「彩りがきれいだと食欲がわくね」など、生徒と一緒に楽しみな
がら見ました。
　さて、今年の「お弁当新聞」、男子生
徒がいつもよりも頑張ってくれたように
思います。家族や自分へのお弁当だけ
でなく、未来の妻や子どもへのお弁当
が男子にも見られました。希望者は実
際にお弁当を作り、写真を撮って、コ
メントつきでレポートを提出しました。
人生で初めて作ったお弁当がお父さ
んへのお弁当、お父さんが美味し
いといって食べてくれたことが嬉し
かったと感激した男子生徒、多くの
生徒からお母さんの苦労がわかった、家族にお
弁当をまた作ってあげたいなどのコメントがあり
「お弁当新聞」は例年にも増して充実しました。

（家庭科教諭　阿
あな み

南順
じゅん

子
こ

）

　料理を通した「家族（パートナー）等との絆」「男性の家庭参加」を目的に、大切な人のために作ったお弁当レシピを募
集した「おとう飯

はん

の愛情弁当レシピコンテスト」…
　前号の「ふぃ～りんぐ」で特集したところ、続々と反響が届きました！
　東村山市立富士見小学校では最優秀賞のレシピが給食のメニューになり、明治学院東村山高等学校
では高校２年生の家庭科の授業の教材として「ふぃ～りんぐ」が取り上げられました。「レシピコン
テスト」をきっかけに広がった今回の取り組みについて両校の担当者にお話を伺いました。

　富士見小学校に通う古
ふる

澤
さわ

蒼
そう

眞
ま

さんのお弁当レシピが「令和２年度お
とう飯

はん

の愛情弁当レシピコンテスト」で最優秀賞をとったので、給食
に出せないかと校長先生からお話がありました。昨年の夏のことです。
給食では使用する食材や調理方法が限られ、作る量も多いため実際に
レシピとお弁当の内容を確認してから 2020 年９月 25日（金）の給食
に出すことが決まりました。
　新しい献立を作る時は毎回うまくできるか不安でドキドキしながら
作っています。古澤さんのお弁当は簡単に作れるように調理方法を工
夫しているし、彩りやお弁当の詰め方など、とてもよくできていると
思いました。そのため美味しく作りたいという思いが強く、今まで以
上に不安で緊張しました。自宅で試作して、先輩栄養士のレシピや意
見を参考にしました。
　当日は、古澤さんのレシピを参考に「枝豆ご飯・豚肉巻き・ブロッコリー
のごまドレサラダ」を給食用にアレンジして出しました。肉巻きと卵焼
きの両方を１回の給食で出すのは難しいため、どちらにしようか迷い
ましたが、古澤さんのお弁当の中で肉巻きがメインになっていると感
じたことと、子供たちが美味しく楽しく食べられること、アレルギー
のことを考えて肉巻きを出すことにしました。色合いも古澤さんのお
弁当に近付けるため、卵焼きの代わりにサラダにコーンを入れました。

ほかにもデザートとしてお家で育てたいちごがあったので、いちごジョ
アを出しました。
　給食後、子供たちだけではなく、先生方、富士見小学校の調理員さ
んからも「美味しい」と好評でした。古澤さんの同級生の６年生は「全
部美味しかった」と声をかけてくれて、「どれが蒼眞さんの考えたレシ
ピなの？全部？すごい！」と驚いている様子でした。
　子供たちのほうから「美味しかっ
た」と声をかけてくれる日は特別
に美味しかった日です。また、給
食の時間に放送で「おとう飯

はん

の愛
情弁当レシピコンテスト」のこと
と最優秀賞をとった古澤さんのレ
シピが給食になっていることを紹
介すると、「すごーい！」という声
があがっていました。	
（富士見小学校栄養士　吉

よし

田
だ

祥
しょう

子
こ

）

・枝豆ご飯
・豚肉巻き
・ブロッコリーのごまドレサラダ
・はちみつレモンゼリー
・いちごジョア

東村山市立富士見小学校での
取り組み

明治学院東村山高等学校での
取り組み

2020年
９月25日（金）の
給食献立

古澤蒼眞さんの
最優秀作品

「いつもありがとう」

広がる ～反響続々～おとうおとう飯飯
はんは ん

の愛情弁当レシピコンテストの愛情弁当レシピコンテスト
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リーズナブルな食材と家にある調味料を使い、手早く、簡単に、リーズナブルな食材と家にある調味料を使い、手早く、簡単に、
家族が喜んでくれる「おとう飯」のレシピ紹介です家族が喜んでくれる「おとう飯」のレシピ紹介です

【材料】【材料】
牛肉薄切り牛肉薄切り････････････150グラム150グラム
たけのこ水煮たけのこ水煮････････150グラム150グラム
ピーマンピーマン････････････････････････････････3個3個
★醤油★醤油･･････････････････････････ 大さじ1大さじ1
★酒★酒･･････････････････････････････ 大さじ大さじ11
★砂糖★砂糖･･･････････ ･････････ 小さじ1小さじ1
★ごま油★ごま油･･････････････････ 小さじ1小さじ1

★チューブにんにく★チューブにんにく･･････････････････････3センチ3センチ
★オイスターソース★オイスターソース･･････ 小さじ1（あれば）小さじ1（あれば）

＜下味用＞＜下味用＞
醤油醤油････････････････････････ ･･････････････････････ 大さじ1大さじ1
酒酒･･････････････････････････････････････････････････ 大さじ1大さじ1
片栗粉片栗粉･･････････････････････････････････････････ 大さじ1大さじ1

【作り方】1. 牛肉、たけのこ、ピーマンを同じ大きさ細さに切ります【作り方】1. 牛肉、たけのこ、ピーマンを同じ大きさ細さに切ります
	 　※ 5ミリ幅くらい	 　※ 5ミリ幅くらい
	 2. 牛肉に下味用の材料を揉み込み、5分置きます	 2. 牛肉に下味用の材料を揉み込み、5分置きます
	 3. 耐熱容器に下からたけのこ、牛肉、ピーマンの順番で乗せ、混ぜ合わせた★の材料をかけます	 3. 耐熱容器に下からたけのこ、牛肉、ピーマンの順番で乗せ、混ぜ合わせた★の材料をかけます
	 4. ふんわりとラップし、レンジ 600ワットで 4分加熱し、軽く混ぜて完成！	 4. ふんわりとラップし、レンジ 600ワットで 4分加熱し、軽く混ぜて完成！
※電子レンジの出力に合わせてレンジの分数は調節してください※電子レンジの出力に合わせてレンジの分数は調節してください
※材料を出来るだけ同じ大きさに切る事で食べた時の本格感が違いますよ！※材料を出来るだけ同じ大きさに切る事で食べた時の本格感が違いますよ！
※耐熱容器に入れる時は出来るだけ広げて置いてね！※耐熱容器に入れる時は出来るだけ広げて置いてね！

レンジで簡単！贅沢チンジャオロースレンジで簡単！贅沢チンジャオロース

出典：内閣府男女共同参画局「おとう飯」レシピより

東村山就職情報室利用者向け
保育サービス

子どもの看護休暇・介護休暇が
時間単位で取得可能に！

利用したい日の前日午前11時までに電話または「市民相
談・交流課」（市役所本庁舎1階11番窓口）、「多文化共生・
男女共同参画推進交流室」の窓口で予約してください。

　今号は、社会の根っこにある差別や不平等、不公正を、
コロナ禍があぶり出した事象を特集しました。それらの解
決なくして、これからの社会や暮らしは続いていかないと
感じています。振り返るとこの一年で多くの物が失われま
したが、その一方で新しいものが生まれています。「おと
う飯

はん

」の市内での広がりもその一つです。コロナの先の光
となる活動です。今後も応援していきます。

　男女共同参画市民推進委員
五十嵐 幹雄・麻生 和彦・梶 祐子
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042-393-5111（　）内線
2557

実施日 	毎週木曜日（祝日・年末年始除く）
	 午前9時～正午（受付は午前11時まで）
場　 所 	多文化共生・男女共同参画推進交流室
保育対象 	生後 3カ月～
	 未就学児まで
保育時間 	最長1時間30分
持ち物 	おむつ、飲料

本誌についてのご意見、ご感想を下記までお寄せください。
今後の誌面づくりの参考にさせていただきます。

あなたの声をお寄せください

東村山市役所	市民部	市民相談・交流課	男女共同参画推進係		宛
郵　送 〒189-8501　東村山市本町1-2-3
T E L 042-393-5111（内線2557）
F A X 042-393-6846
E-mail sodankoryu@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp

育児・介護休業法施行規則等が改正され、
2021年１月１日から子どもの看護休暇・
介護休暇が下記のとおり取得できるよう
になりました。

・時間単位での取得が可能
　	従来は半日単位の取得でしたが、時間単位で取
得できるようになりました。
・すべての労働者が取得可能
　	従来は１日の所定労働時間が４時間以下の労働
者は取得できませんでしたが、すべての労働者
が取得できるようになりました。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください


