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知ってほしい、
ＤＶのこと。
ＤＶが最も恐れるのは、あなたがＤＶを知ること。

そう、あなたの「ＤＶは許されざる暴力だ」という知識と意識。

さあ、ＤＶを知ろう。

SOSを出そう。SOSをキャッチしよう。
もう、私たちの明日に暴力の居場所はないんだ。

ＤＶ（ドメスティック・ バイオレンス）とは、
一般的に、 「配偶者や恋人など親密な関
係にある、又はあった者から振るわれる
暴力」のことです。

出典：内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/dv/index.html （2021/10/7取得）

「配偶者」には事実婚や元配偶者も含ま
れます。男性、女性を問いません。

知ってほしい、ＤＶのこと

1 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは？

配偶者

恋人
元恋人

暴力 ＝

身体だけでなく、心を傷つける暴力もあります。

出典：内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/dv/02.html （2021/10/7取得）

知ってほしい、ＤＶのこと

2 殴る、蹴るだけが暴力ではない

身体的なもの

●平手でうつ

●刃物などの凶器をからだにつきつける

●引きずりまわす

●物をなげつける など

性的なもの
●見たくないのにポルノビデオやポルノ

雑誌をみせる

●いやがっているのに性行為を強要する

●中絶を強要する

●避妊に協力しない など

精神的なもの
●大声でどなる

●何を言っても無視して口をきかない

●生活費を渡さない

●子どもに危害を加えるといっておどす

など

♂♀

（ｎ=1,191人）

女性の約4人に１人、男性の約５人に１人
はＤＶの被害経験者です。

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報告書」（令和２年度調査）より作成

また、女性の約10人に1人は、何度も被害
を経験しています。

知ってほしい、ＤＶのこと

3 女性の４人に１人は「経験アリ」
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配偶者からの被害経験（男女別）

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答

あった（計）25.9

あった（計）18.4

（一部抜粋）

（ｎ=1,400人）

男女ともに、「身体的暴行」「心理的攻撃」

「性的強要」の順に被害が多くなっています。

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報告書」（令和２年度調査）より作成

被害経験者の割合は女性の方が男性より
高く、「性的強要」では約7倍です。

知ってほしい、ＤＶのこと

4 最多の被害は「身体への暴力」
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配偶者から被害を受けた人の47.4％は、
様々な理由から、誰（どこ）にも相談しませ
んでした。

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報告書」（令和２年度調査）より作成

暴力により、被害者であることを自覚する
ことが困難になったり、無気力状態に陥っ
たりするなどの影響が考えられます。

知ってほしい、ＤＶのこと

5 被害を受けても相談しづらい
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相手の行為は愛情の表現だと思っ

たから

恥ずかしくてだれにも言えなかった

から

自分さえがまんすれば、なんとかこ

のままやっていけると思ったから

相談してもむだだと思ったから

自分にも悪いところがあると思った

から

相談するほどのことではないと思っ

たから
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DVによる
悪影響
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6 被害者を保護する法律がある

Q.どんな法律？

Q.女性だけが対象？

Q.事実婚も対象？

毎年11月12日から
11月25日までの2週間は、
「女性に対する暴力を

なくす運動」
をしています。

A.配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援
等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護を図ることを目的とした法律です。

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

A.被害者が男性の場合もこの法律の対象です。
被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が
置かれています。

A.事実婚や、生活の本拠地を共にする交際関係にある
相手からの暴力も法の保護対象です。

出典：内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html （2021/10/7取得)

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

相手をコントロールしたり、「自分のモノ」とし
て扱うことは、交際相手に対する「暴力」、い
わゆる「デートＤＶ」にあたります。

女性の約6人に１人、男性の約12人に１人は
交際相手から被害を受けたことがあります。

出典：内閣府男女共同参画局 「デートＤＶって？」
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/date_dv/batterer.html （202１/10/7取得）

知ってほしい、ＤＶのこと

7 恋人同士のＤＶ「デートＤＶ」

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報告書」（令和２年度調査）より作成

（ｎ=1,031人）

（ｎ=1,162人）
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交際相手からの被害経験の有無（男女別）

あった なかった 無回答

知ってほしい、ＤＶのこと

8 愛知県のＤＶへの取り組み

２０１８年3月に配偶者からの暴力防止及
び被害者支援基本計画（第４次）を策定し
ました。

出典：愛知県児童家庭課「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第４次）の概要」

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/352225_1456892_misc.pdf （2021/10/7取得）

女性相談センター等相談窓口の
周知強化

若年層への幅広い啓発の強化

男性被害者への対応

心理面に配慮した就業支援の
推進

子どもの心のケアの充実

新たな取組や強化する取組

知ってほしい、ＤＶのこと

9 ＤＶの相談窓口

どこに相談すればよいかわからない時は・・・

出典：内閣府男女共同参画局「DV相談について」

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html（2021/10/7取得）

最寄りの相談機関の窓口に自動転送されます。

※通話料がかかります。

※各機関の相談受付時間内に限ります。

※一部のＩＰ電話等からはつながりません。

はれれば
電話相談・面談

同行支援
保護等

DV相談ナビ

24時間 電話相談

0120-279-889
チャット相談
毎日 12：00-22：00

メール相談
英、中、韓、ベトナムなど10ヶ国語にも対応
WEB面談も実施

DV相談＋(プラス）

つなぐ はやく

内閣府

内閣府

＃８００８

保護
同行支援

緊急の宿泊提供

出典：内閣府男女共同参画局令和3年度「若年層の性暴力被害予防月間」リーフレット、『共同参画』2021.9、
警察庁「性犯罪被害相談電話#8103（ハートさん）」リーフレット
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10 性暴力の相談窓口

＃8891
最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
※通話料がかかります。
※各機関の相談受付時間内に限ります。
※一部のＩＰ電話等からはつながりません。

はやくワンストップ

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

チャット相談

毎週 月・水・土曜日

17：00～21：00

産婦人科医療
カウンセリング

法的支援

匿名受付
性別年齢不問

＃8103
都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。
※緊急を要する場合は、110番通報をしてください。
※土日・祝日、執務時間外は、当直で対応します。
※一部のＩＰ電話等からはつながりません。

ハートさん

性犯罪被害相談電話

Cure time（キュアタイム）

内閣府

警察庁

内閣府

ワンストップ支援センター一覧
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