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令和3年4月
神奈川県立かながわ男女共同参画センター
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研修の目的

ドメスティック・バイオレンス（DV）と
は何かを理解する。

 DVが及ぼす影響について考える。
 DV防止に向けた歩みについて確認する。
 DVを防止するにはどのようにしたら良い
かを考える。
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Ⅰドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ）について

・ＤＶとは何か

・データから見るＤＶの状況

・ＤＶの影響
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ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
とは何か

 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

⇒親密な関係にあるパートナーから振るわ
れる暴力や暴言

 夫や恋人、婚約者、同棲相手、元夫、以前
つき合っていた恋人など、親密な関係にあ
る男性（女性）から、女性（男性）に対し
て振るわれる暴力や暴言

DVは特殊なものか？

★社会的、肉体的、経済的に強い立場になりがちな男
性が、弱い立場の女性を力で支配しようとすることが
多い。

・男性から女性への暴力が大部分ではあるものの、女
性から男性への暴力もある。

・暴力を振るう男性（女性）は、特別な男性（女性）
ではない。

・被害者・加害者は、学歴・収入・年齢を問わない。
（社会的な地位や収入等との関連性はない。）

・暴力は振るわれる側に責任があるのではない。 5

暴力の代表的な形態

身体的暴力 殴る、蹴る、首を絞める、髪を持って引きずり回す、包丁で切り
つける等

心理（精神）的
暴力

暴言を吐く、脅かす、無視する、浮気・不貞を疑う、家から閉め
出す、大事にしているものを壊す、子どもに危害を加えると脅す
等

経済的暴力 生活費を渡さない、借金を重ねる等

性的暴力 性行為を強要する、ポルノを見せたり、道具のように扱う等

社会的隔離 外出や親族・友人との付き合いを制限する、メールを見たり電
話をかけさせない等交友関係を厳しく監視する等

その他 暴力をふるう原因が相手にあると責任を転嫁する等
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配偶者からの暴力について
（内閣府調査から）

 結婚したことのある女性のうち約４人に１人（男性の
うち約５人に１人）は、配偶者からのDV被害を受けた
経験がある

→女性の10人に1人は繰り返し暴力を受けている

 身体的暴行においては、女性の17.0％（男性の12.1％）
が

 心理的攻撃においては、女性の14.6％（男性の10.2％）
が

 経済的圧迫においては、女性の8.6％（男性の2.8％）

が被害経験あり
（内閣府男女共同参画局：男女間における暴力に関する調査

(令和2年12月)
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配偶者からの被害経験
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総数（2,591人）

何度もあった 1,2度あった まったくない 無回答

18.4%

25.9%

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和2年12月）から作成

配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む）から身体的暴行、心理的攻撃、性的強
要のいずれかを1つでも受けたことがあるか。

女性の約4人に１人（男性の約5人に１人）は配偶者から被害を受けたことがあり、
女性の約10人に１人は何度も受けている。

配偶者から被害を受けたときの相談の有無
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相談した 相談しなかった 無回答

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和2年12月）から作成

被害を受けた女性の約4割、男性の約6割はどこにも相談していない

配偶者からの暴力に関するデータ（内閣府調べから作成）
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配偶者暴力防止法に基づき、都道府県の配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所等）等が支援センターの
機能を果たしている。市町村設置の支援センターもある。相談件数は、全国の支援センター287か所における件
数である。

その他

電話

来所

68,196 72,792 77,334 82,099 89,490 99,961 102,963 111,172 106,367

配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数
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警察における暴力相談等の対応件数

（警察庁調べから作成）
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対応件数とは、都道府県県警において、配偶者からの暴力事案を相談、援助要求、保護
要求、被害届・告訴状の受理、検挙等により認知、対応した件数

配偶者から被害を受けたときの行動
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相手と別れた 別れようと思ったが別れなかった 別れようとは思わなかった 無回答

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和2年12月）から作成

被害を受けた女性の約6割が｢別れたい(別れよう）」と思っており、1割以上は
別れている。男性は約4割が「別れたい（別れよう）」とは思わなかった。
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13

これまでに暴力を受け、別れたいと思ったが別

れなかった理由 （複数回答）
理 由 男性 女性 計

子どもがいるから、子どものことを考えたから 61.5 71.3 68.9

経済的な不安があったから 5.8 52.5 41.0

相手が変わってくれるかもしれないと思ったから 26.9 15.6 18.4

世間体が悪いと思ったから 19.2 15.0 16.0

これ以上は繰り返されないと思ったから 5.8 13.8 11.8

相手が別れることに同意しなかったから 5.8 13.1 11.3

別れるとさみしいと思ったから 11.5 6.3 7.5

相手には自分が必要だと思ったから 7.7 6.9 7.1

仕返しが怖かったから 1.9 7.5 6.1

周囲の人から、別れることに反対されたから 3.8 3.8 3.8

孤立してしまうと思ったから 5.8 3.1 3.8

その他 13.5 4.4 6.6

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和2年12月）から作成

DVの被害者が逃げ出せないのはなぜか？

 恐怖感 「逃げたら殺されるかも知れない」

 無力感 「助けてくれる人は誰もいない」

「自分は配偶者から逃げられない」

 複雑な心理 「暴力を振るうのは愛しているから」

 経済的問題 「お金がなくて生活できない」

 子どもの問題 「子どもに危害が及ぶ」

「転校できない」

 失うもの 「仕事や知り合いを失う」

 社会的要因 「どんな父親でも子どものためには必要」
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あった なかった

同居する交際相手からの被害経験

交際相手と同居（同棲）経験がある女性、男性とも約4割は被害を受けたことが
ある。

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和2年12月）

H25年のDV防止法改正により法の対象となった

事例 Aさんの場合

夫とは妊娠が分かってから結婚した。付き合っている頃はやさ

しかったのに、妊娠直後から夫の暴言がはじまり、「稼ぎもない

くせにでかい口をたたくな」「誰のおかげで飯が食えると思って

いるのか」と大声で怒鳴り、「お前みたいなのと結婚して貧乏く

じをひいた」と毎日のように罵声を浴びせられた。

出産後しばらくは夫からの暴言は収まっていたが、最近は、殴

る、皿を投げつけるなどの身体的な暴力がはじまり、殴られて鼓

膜が破け、子どもを抱っこした状態のまま髪をつかんで引きずり

まわされたこともあった。幸い子どもにケガはなかったが、次に

何かあったらと思うと恐ろしくて仕方がない。でも、子どもがま

だ小さく働くこともできないので、こんな仕打ちを受けても夫の

もとでがまんしていくしかないのかとも思う。
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二次被害とは

 被害を受けた人が、それを訴え出たときに、

周囲や警察に信じてもらえなかったり、被害

者本人が悪いと責められたりすること

 DVに関する事件、性犯罪などは、世間から
被害者の落ち度が問われやすい。

例；「DVを受けたというあなたにも落ち度があったのでは
ないか」

「その程度のことは一般的に良くあることではないか」
といった言葉が被害者を孤立化させる。

二次被害になる場合

・ＤＶ被害について正しい知識がない

・被害者に対する思い込みや偏見がある

・説教や経験談を押し付ける

・ほかの被害と比較する

・援助者が自分の感覚で被害者を振り回す

（被害者の体験を聞いて自分が怒り、自責、他責をする）

・短絡的に結論付ける

・共感でなく同情する など
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DVの影響 (1)
身体的な健康障害

・受傷

（後遺症が残ったり、死亡するケースもある）

・頭痛等の慢性疼痛、食欲不振・体重減少、消化器

疾患 等

・妊娠中の DV

→早産、子の出産時低体重の場合もある。

性的暴力の影響

・望まない妊娠や中絶の原因にもなる。

・流産・死産との関連性も指摘される。
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DVの影響 (2)
 精神的な影響

・うつ病、心的外傷後ストレス障害（PTSD）
・自殺傾向・不安障害・アルコールや薬物依存

・話がまとまらなくなる、極端な自信喪失、過度な

自責、人間不信が現れることもあり。

暴力が心の傷（トラウマ）となり、PTSD（心的外傷後ストレス障
害）を引き起こしたり、被害者の自殺や、加害者の殺害にもつなが
ることもある。
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PTSD（Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害）は、
強烈なショック体験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとな
って、時間がたってからも、その経験に対して強い恐怖を感じるもの
です。震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害などが原

因になるといわれています。（厚生労働省HPから）

ＰＴＳＤの４つの症状

①過覚醒

ずっと緊張し続けている。不眠、集中困難、自己破

壊的な行動 など

②再体験

事件のときの記憶や感覚がよみがえってくる、フラ

ッシュバック など

③回避

トラウマ体験を思い起こさせるものを持続的に避け

る。

④否定的認知・否定的気分

感情鈍化、心の萎縮、自己否定、誰も信用できない

過剰な自責、他者への恨み、罪悪感、恥辱感 など
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DVのサイクル（DVの特徴の一つ）
・ＤＶ被害者は、暴力を受けた後、加害者から謝罪されたり
加害者がやさしくなったりすると、加害者を信じてしまう
ものの、しばらくするとまた両者の緊張が高まり、再び暴
力を受けることが繰り返される。

・ＤＶ被害者は、「暴力により相手にコントロールされてい
る」状態であり、暴力のサイクルに組み込まれてしまうと
自分の力だけで脱することが困難になる。
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結婚直後から、気に入らないことがあるとひどくののしられた

り、たたく、蹴るの暴力を受け、父に相談したが、「子どもがい

るからがまんしろ」といわれて以来、実家には相談しなかった。

その後も暴力はひどく、ある時殴られてあごの骨にヒビが入り、

馬乗りになって首を絞められ気を失いかけた。子どもが止めに入

ったところ投げ飛ばされ、「おばあちゃんママが死んじゃうよ」

という電話で実家の母の知るところとなった。暴力をふるった後

は人が変わったようにやさしくなり、泣きながらもうしないと誓

うので、何とか離婚しないで済ませたいと思っていたが、小３の

息子が、「パパがママを殴るのはボクがいけないんだ、ボクが死

んじゃえばいいんだ」というのを聞き、このままではいけないと

思い実家に帰った。
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事例 Ｂさんの場合 親のＤＶがもたらす子どもへの影響

 情緒不安定、心身の発達の遅れ、自尊感情の欠
如等、心身への様々な影響がある。

・問題行動；夜泣き、爪かみ、他の子への攻撃、物を壊す など

・ＰＴＳＤ，集中困難、孤立、ひきこもり、感情麻痺、抑うつ

など

・暴力的な恋愛関係、喫煙・飲酒、薬物依存、非行、犯罪 など
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児童虐待防止法(2条4号)では虐待の一つとして、
「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児

童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」と規定しており、

「子どもが両親の間の暴力を目撃することも子どもへの虐待に
なる」とされている。
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（配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律 2001年4月制定）
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◆平成13年4月6日成立、同月13日公布
◆施行は平成13年10月13日（完全施行平成14年4月1日）

ＤＶ防止法とは

「法は家庭内に入らず」という社会通念を打ち破
り、これまで見過ごされてきた夫やパートナーから
の暴力でも、犯罪になることを明確にした。

（2004年、2007年、2013年に被害者保護の充実を図るために一部改正）
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 1993年 国連総会

「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択

～女性への暴力は女性の人権を著しく侵害するものであり、克
服すべき重要な課題～

 1995年 国連第４回世界女性会議

「北京宣言及び行動綱領」

～女性に対する暴力を防止し、根絶するための総合的な対策を
講じる必要性が明記～

ＤＶ防止法の背景

DV防止法の概要
１ 総則（定義等）第1条、2条

配偶者からの暴力、被害者、配偶者

２ 基本方針・都道府県基本計画等 第2条の２，３

国が定める基本方針（都道府県計画、市町村計画の指針）

都道府県計画、市町村計画→公表の義務

３ 配偶者暴力相談支援センター等(DVｾﾝﾀｰ等)第3条～5条

相談、医学的・心理学的指導、緊急時における安全確保・一時保護、情

報提供、保護命令制度の利用

４ 被害者の保護 第6条～9条の2

暴力の発見者による通報等、DVセンターによる保護についての説明、警
察官による被害の防止、福祉事務所の自立支援、関係機関の連携

５ 保護命令 第10条～22条

保護命令（被害者に対する禁止行為の命令等）、申立て等の手続き

命令取消

６ その他（雑則、補則、罰則）第23条～30条
27

DV防止法の一部改正の概要

１ 児童相談所

被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連
携・協力すべき関係機関として追加

２ 適用対象の拡大

被害者の同伴家族も含まれることを明確化

３ 施行期日等

公布の日から起算して10月を経過した日から施行

28

2019年6月公布（2020年4月1日施行）

１ 総則関係
◆DV防止法が対象にしている「暴力」とは

 どのような暴力か？

・身体的な暴力

・精神的な暴力・性的な暴力などの心身

に有害な影響を及ぼす言動

 誰からの暴力か？

・配偶者（事実婚を含む）からの暴力

・元配偶者（事実婚の解消を含む）から

の離婚後引き続き受ける暴力

・生活の本拠を共にする交際相手からの暴力（生

活の本拠を共にする交際を解消後引き続き受け

る暴力を含む）
29

２ 基本方針・都道府県基本計画等
国が定める基本方針；都道府県計画、市町村計画の指針となる。

・基本的な考え方
配偶者から暴力を加えることは個人の尊厳を害し、男女平等の実現

を妨げとなる。

国、地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに被害者の
自立を支援することを含めその適切な保護を図ることが必要。

・都道府県基本計画・市町村基本計画の基本的視点
①被害者の立場に立った切れ目のない支援

②関係機関等の連携

③安全の確保への配慮

④地域の状況の考慮

・都道府県基本計画の留意事項
①身近な行政主体としての施策の推進

②既存の福祉施策等の十分な活用

③市町村基本計画と配偶者暴力相談支援センターとの関係

④地域の状況に応じた市町村基本計画の策定

都道府県計画；策定は義務、市町村計画；策定するよう努力

都道府県計画、市町村計画→公表の義務
30
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３ 配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターの役割

 各都道府県に設置

（神奈川県では、かながわ男女共同参画センター、女性相談所）

 各市町村の設置は、努力義務

［ＤＶセンターの業務］

①被害者の相談及び婦人相談員若しくは相談機関の紹介

②心身の健康回復のための医学的又は心理学的指導

③被害者・同伴家族の緊急時における安全確保及び一時保護

④被害者の自立促進のための情報提供、助言、連絡調整

⑤保護命令制度利用についての情報提供、助言、連絡調整

⑥被害者を居住させ保護する施設利用についての情報提供、助
言、連絡調整

配偶者暴力相談支援センターにおける相談（県民向け）

（年末年始は除く）

女性のためのDV相談窓口
・女性相談員による相談 （祝日除く）

0466-26-5550 電話相談 月～金；9時～21時、土日9時～17時

必要に応じて面接相談

必要に応じて専門相談（法律、精神保健 等）※面接・専門相談は要予約

・女性への暴力相談「週末ホットライン」
045-451-0740 電話相談 土日；17～21時、祝日；9～21時

・多言語による相談
090-8002-2949 電話相談、必要に応じて面接相談

月～土；10時～17時 面接は要予約

男性のためのＤＶ相談のご案内
・被害者の方の相談 （祝日除く）

0570-033-103 電話相談 月～金；9時～21時 必要に応じて面接相談

・DVに悩む方の相談 （祝日除く）

0570-783-744 電話相談 月・木；18時～21時

32

神奈川県の配偶者からの暴力被害者の相談窓口

４ 被害者の保護に関する制度

33

相談したい 加害者を引き離
して欲しい

地方裁判所

加害者がいないとこ
ろに逃れたい

申立書の作成

加害者

配偶者暴力相談支援センター

婦人相談所

一時保護

警
察

配偶者等から暴力を受けた

市
町
村

34

被害に気づいた人による通報
（身体に対する暴力に限る）

 配偶者からの暴力を受けている人に気づいた
人は、配偶者暴力相談支援センターや警察に
通報するように努めなければならない。

 医師や医療関係者も被害者の意思を尊重した
上で通報することができる。

 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が
認められるときは、暴力の制止、被害者の保
護など被害の発生を防止するための措置を講
ずる。

一時保護

 被害者及び同伴の家族が、一時的に、専用の
施設（民間のシェルター委託の場合もある）
で、安全に生活すること。

 一時保護を行うかどうかは、女性相談所が決
定

 被害者は、心身の休養・今後の生活の相談・
情報提供を受けることができる。

35

５ 保護命令

身体に対する暴力、生命・身体に対する脅迫
に限る。

 地方裁判所が被害者からの申し立てにより発
令する。

 保護命令の申し立ては、警察や配偶者暴力相
談支援センターに相談した事実があれば可
能。

 保護命令は、配偶者に対して発令される。

36
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保護命令

37

配偶者からの身体に対する暴力を受けている被害者が更なる身体に対する暴力に
より、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者から
の申し立てにより、裁判所が配偶者に対し保護命令を出す。

被害者への接近禁止命令
・配偶者からの被害者の身辺への付きまとい
や被害者の住居、勤務先等の付近のはいかい
を禁止する命令
・期間；６か月

退去命令
・配偶者に、被害者と共に住む住居から退去
することを命じるもの
・期間；２か月

被害者の子又は親族等への
接近禁止命令

・被害者の子又は親族等の身辺への付きまと
いや子又は親族等の住居、勤務先等の付近の
はいかいを禁止する命令
・期間；６か月

※対象；
①被害者と同居する被害者の未成年の子ども
②被害者の親族その他被害者と社会生活において
密接な関係を有する者

※被害者本人への接近禁止命令が発令されている間
に限る。

電話等禁止命令

・被害者に対する面会の要求、監視の告知、
乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続す
る電話、FAX,メール送信、汚物等の送付、名
誉を害する告知、性的羞恥心の侵害の全行為
を禁止
・期間；６か月

※対象；被害者本人のみ

※被害者本人への接近禁止命令が発令されている間に
限る。

Ⅲ ＤＶが起こらないよう
にするために

・内閣府の取組み

・神奈川県の取組み

38

内閣府の取組み
 令和2年12月に閣議決定された「男女共同参画基本計画（第5次）

第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶」において、次の3点を
ポイントとしています。

〇「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、今後3年間を「集
中強化期間」として取組を推進

〇「生命（いのち）を大切にする」「性暴力の加害者にならない」
「被害者にならない」「傍観者にならない」ことを教える教育

〇新型コロナウイルス感染症に対応するため、DV相談支援体制を強
化

（内閣府男女共同参画推進室ＨＰから抜粋）

 ＤＶ相談体制

〇♯８００８（はれれば）

発信地の配偶者暴力相談支援センターにつながる短縮ダイヤル

〇ＤＶ相談＋（プラス）

電話・メール（24時間受付）

チャット相談（12:00～22:00）
39

内閣府
令和2年度「女性に対する暴力をなくす運動」

◆目 的

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決
して許されるものではないが、特に、配偶者等からの暴力、性犯
罪、売買春、人身取引、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
であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な
課題である。

この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その

他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対

する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的とする。

また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視がある

ことから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図

ることとする。

◆実施期間

令和2年11月12日（木）から11月25日（水）までの2週間
（11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」）

40

内閣府
令和2年度「女性に対する暴力をなくす運動」

■運動の重点

(1) 「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」や「パープ

ルリボンバッジ」を積極的に活用するなどにより、配偶者等から

の暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュ

アル・ハラスメント等は女性に対する暴力であり、決して許され

ないものであるとの社会認識を更に醸成すること

(2)暴力の「未然防止」や「拡大防止」に向けた意識を高めるととも

に、暴力の被害に遭っていながらその自覚がない人に被害を受け

ていることを認識してもらい、被害者や関係者が、相談窓口等の

必要な情報を入手し、ためらうことなく相談できるようにするこ

と
41

■運動の実施事項

（1）ポスター、リーフレットの作成配布及びテレビ、ラジオ、インターネッ
ト等のメディアを利用したキャンペーン等の広報活動

（2）講演会等を開催し、女性に対する暴力根絶のための啓発活動を実施する

（3）臨時の相談窓口を開設するなど、被害者相談活動の一層の充実

（4）女性に対する暴力に係る犯罪行為の未然防止を図るため、女性に対する
防犯指導や青少年に対する生活指導、街頭補導等を重点的に実施

（5）女性に対する暴力に係る犯罪行為の取締り及び関係営業に対する行政指
導を強化

42

内閣府
令和2年度「女性に対する暴力をなくす運動」
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神奈川県の取組み
１ DV防止・被害者支援プランの策定

２ かながわ男女共同参画センターにおける

普及啓発

３ DV相談等
配偶者暴力相談支援センター（説明済み)

43

神奈川県の基本計画
DV防止・被害者支援プランの概要(1)

（計画期間、基本認識）

１ 計画期間

2019年度～2023年度（５年間）

２ 基本認識

① ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害。男女共同参画
社会を形成していく上で克服すべき重要な課題。

② ＤＶを防止するとともに、相談や被害者の保護から自立の支援ま
で、被害者の立場に立った切れ目のない支援を行うことは、国・県
・市町村の責務

③ ＤＶは、子どもに対しても深刻な影響を及ぼす重大な問題。子ど
もの心身の安定の確保や教育を受ける権利への配慮と一体となった
被害者への支援が必要。

④ ＤＶへの対策を推進するためには、国・県・市町村の関係機関、
民間団体などが幅広く協働・連携しながらそれぞれの役割を担って
いくことが不可欠。

44

神奈川県の基本計画
DV防止・被害者支援プランの概要(２)

（重点目標、施策方向）
被害者が安心して相談でき、安全が確保できる体制の推進、一時保護した被害
者の自立した生活に向けた切れ目のない支援など、国が定める基本方針を踏まえ
重点目標を次の５つとし、それぞれ施策の方向に取り組む。

重点目標Ⅰ 暴力の未然防止

施策の方向１ 暴力防止に向けた取組みの強化

重点目標Ⅱ 安心して相談できる体制の整備

施策の方向２ 相談体制の充実

重点目標Ⅲ 安全が守られる保護体制の整備

施策の方向３ 一時保護と安全確保

重点目標Ⅳ 自立支援の促進

施策の方向４ 自立した生活に向けた切れ目のない支援

重点目標Ⅴ 市町村、民間団体及び関係機関との連携等

施策の方向５ 地域における相談と自立支援の体制の充実

施策の方向６ 民間団体との連携、支援

施策の方向７ 関係機関との連携及び人材育成

施策の方向８ 問題解決に向けた調査研究と提案・苦情への対応
45

２ かながわ男女共同参画ｾﾝﾀｰの普及啓発

１ ＤＶ気づき講座等
ＤＶは、夫婦や同性相手、恋人同士など親密な関係にある者に対

してふるわれる暴力であり、DVについて、当時者だけではなく周
囲の方々の理解を深め、対応のために行動を起こすことができるよ
う、女性を対象にDV防止について、普及・啓発する講座を実施

２ デートＤＶ防止啓発講座
デートＤＶ防止のための啓発活動として、ＮＰＯと連携を図り、

デートＤＶ防止講座を実施
３ 啓発冊子の発行等

(1)「パートナーからの暴力に悩んでいませんか～ドメスティック
・バイオレンス（ＤＶ）に悩む女性たちへ」
(2)外国籍県民向けＤＶ防止啓発リーフレット「夫やパートナーか
らの暴力に悩むあなたへ」
(3)高校生を対象としたデートＤＶ予防啓発冊子「超カンタン デ
ートDVの基礎知識」作成、県内高等学校等に配布
デートＤＶ防止のための短編動画を配信
(4)男性相談窓口リーフレット「男性にもDV相談窓口があります
～ドメスティックバイオレンス（DV）に悩む男性へ」

46

Ⅳ デートＤＶ

デートＤＶとは
恋人同士の間で起こる暴力のこと
（DV防止法の対象にはなっていない）

47

デートＤＶになる暴力
身体的暴力；腕などを強くつかむ、つねる、なぐる、ける、首をしめ

る
精神的暴力；いやな呼び方をする、傷つく言葉をいつも言う、無視す

る、フキゲンになる
行動の制限；スマホをチェックする、行動や服装をチェック・指示す

る
性的暴力 ；無理やり性的行為をする、避妊に協力しない、裸の画像

を送れという
経済的暴力；お金を返さない、無理やり物を買わせる

相手からされてい
ないか

相手に対してして
いないか

8.1 

16.7 

12.6 

89.5 

80.7 

84.9 

2.4 

2.6 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性（1,031人）

女性（1,162人）

総数（2,193人）

あった なかった 無回答

交際相手からの被害経験

女性の約6人に1人は交際相手から被害を受けたことがある。

内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和2年12月）

48
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デートＤＶに遭ったら

・どのような理由でも暴力を受けていいということは
ない ～自分を責めないこと

・相手に「嫌だ」と言えることが大切

・１人で悩まず身近な人などに相談を

相談機関

49

デートＤＶ

■デートＤＶ110番 050-3204-0404（火:18～21時、土:14～18時）
■県配偶者暴力相談支援センター（電話番号・相談日・時間はNo.32）
・女性のためのＤＶ相談窓口、女性への暴力相談「週末ﾎｯﾄﾗｲﾝ」
多言語による相談窓口

・男性被害者相談窓口、ＤＶに悩む男性のための相談窓口
■警察
・性犯罪110番 0120-38-8103（24時間）
・ストーカー・ＤＶ被害等 最寄の警察署にご相談下さい
■法務局相談窓口
・みんなの人権110番 0570-003-110 （月～金8:30～17:15）
・子どもの人権110番 0120-007-110 （月～金8:30～17:15）
・女性の人権ﾎｯﾄﾗｲﾝ 0570-070-810 （月～金8:30～17:15）

ご清聴
ありがとうございました

50
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