
“なかった”ことにしていませんか？ 補足

だれに相談する？
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無回答

無理やりに性交等された被害の相談先（複数回答）

総数(n=164人、M.T.=112.2%)
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出典：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」（H30.3）

（一部抜粋）

職場･アルバイトの関係者(上司、同僚、
部下、取引先など）に相談した

民間の専門家や専門機関(弁護士、カウン
セラー、民間シェルターなど）に相談した
医療関係者(医師、看護師など）に相談した
性犯罪･性暴力被害者支援の専門相談窓口
(いわゆるワンストップ支援センター)に相談した

学校関係者(教員、養護教諭、スクール
カウンセラーなど）に相談した

どこ（だれ）にも相談しなかった

これって性暴力？ 補足

性暴力に関する法律

参考：信山社「ジェンダー法研究」第4号(2017.12)記事「性刑法形成とジェンダー平等」後藤弘子、
日本女性学習財団「We learn」vol.769(2017.11･12)記事
「110年ぶりの性犯罪刑法改正でも変わらなかったこと―3年後の見直しに向けて」島岡まな

•性犯罪を厳罰化する改正刑法が、２９年６月
に公布･７月に施行されました。

改正前 改正後
被害者は女性のみ 性別を問わない
強姦罪 肛門性交や口腔性交も含む強制性交等罪
法定刑の下限 懲役３年 懲役５年に引き上げ
親告罪 規定を削除、被害者の告訴が不要となった

（規定なし）
監護者わいせつ及び監護者性交等罪を新設
親などがその影響力を利用して、１８歳未満の子どもに
性的な行為をした場合、暴行や脅迫がなくても罪に問える
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配偶者(事実婚や別居中を含…

職場・アルバイト先の関係者…

通っていた( いる) 学校・大学…

兄弟姉妹( 義理の兄弟姉妹も含…

職場・アルバイト先の客

親( 養親・継親を除く)

養親・継親又は親の交際相手

ＳＮＳなどインターネット上…

加害者との関係

女性

男性
(n= 23人,M.T.=108.7%)

(n=141人,M.T.=117.7％)

交際相手・元交際相手

まったく知らない人

恋人からでも？ 補足

被害経験・加害者との関係

1.3

6.1

0.2

1.7

92.2

84.8

6.4

7.4

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

男性
（1,569人）

女性
（1,807人）
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出典：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」（H30.3）

（一部抜粋）

職場･アルバイト先の関係者
(上司、同僚、部下、取引先の相手など）

通っていた(いる)学校･大学の関係者
(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など）

兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹も含む)

ＳＮＳなどインターネット上で
知り合った人

配偶者(事実婚や別居中を含む）・
元配偶者(事実婚を解消した者を含む)

1人からあった 2人以上からあった

■大声でどなる ■殴る･たたく･蹴る
■交友関係を制限する ■髪を引っ張る
■無視する ■物を投げつける
■行動を監視・制限する 等 ■刃物などを突きつける 等

■デート費用を払わない ■性行為を強要する
■借りたお金を返さない ■避妊に協力しない
■外で働かせない･仕事を辞めさせる ■見たくないポルノビデオを見せる
■生活費を渡さない 等 ■嫌がっているのに裸を撮影する等

デートＤＶ 補足

デートＤＶ 暴力の種類
精神的な暴力

経済的な暴力 性的な暴力

身体的な暴力

これらはすべて暴力です。
出典：内閣府男女共同参画局ホームページ デートＤＶって？
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/date_dv/index.html（H30.6.10確認）

（一部抜粋）

参考：内閣府男女共同参画局ホームページ 「ＪＫビジネスの被害について」
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/jk_example.html（H30.6.10確認）

ＪＫビジネス 補足

性暴力に対する愛知県の取組み

•愛知県青少年保護育成条例(H27.7改正)で
「ＪＫビジネス」を全国で初めて規制。
•全国初の公的機関によるワンストップ
支援センター「ハートフルステーション
あいち」を開設(H22.7)。
•「あいち地域安全戦略２０２０」(H30.3策定)
において、新たに「性犯罪･性暴力被害者の
ための支援」を主要事業として位置付け。

ＡＶ出演強要 補足

同意していない性的撮影

ある
11.3

ない
86.6

答えたく
ない
2.2

モデル･アイドル等の勧誘
を受けたりしたことの
ある人のうち、

性的な行為等の撮影
を求められた経験の

有無
（%）

9.3

18.6

34.1

21.7

10.9

15.5
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現在も意に反した撮影を強要され続けている
ことに困っている

性的な行為等の画像や動画がインターネット
等に流出し、回収できないことに困っている

心身に不調をきたしている

学校や仕事をしばらく休んだり、辞めたり、
変えたりしている

外出したり、人と会うのが怖い

性的な撮影に応じた影響で現在困っていること
（複数回答）

出典：内閣府男女共同参画局「平成29年度若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握の
ためのインターネット調査報告書」（H30.3）

（%）

(n=2,461)

(n=129)

（一部抜粋）

行為について家族や友人に知られ、人間関係
に支障をきたしている／きたすのではないか

とおびえている

実際に求められた行為に
応じた経験がある人は
46.6％。
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リベンジポルノ 補足

リベンジポルノの相談件数等
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相談等件数
(件)

男性
8.4

女性
91.6

被害者の性別

19 歳以下
24.7

20歳代
37.7

30歳代
17.2

40歳代
14.7

50歳代以上
5.5

年齢不詳
0.2

被害者の年齢

(n=1,243)

2.9

61.513.2

10.9

2.7
4.6 4.1 被害者と加害者の関係

配偶者（元含む）

知人友人（ネット関係のみ）
知人友人（それ以外）
職場関係者
関係（行為者）不明
その他

(n=1,243)

出典：警察庁「平成29 年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」
第３私事性的画像に係る事案への対応状況（H30.3）

注）平成26年は、私事性的画像被害防止法の施行日
（11月27日）以降の件数

（%）

（%）

（%）

(n=1,243)

交際相手（元含む）

(年)

もし性被害にあってしまったら 補足

相談先一覧（公的機関）
名称・電話番号 開設時間

愛知県警察本部

■性犯罪被害110番
＃8103（ハートさん） 24時間

■ストーカー110番
052-961-0888 24時間

■鉄道警察隊ふれあいコール
（痴漢被害相談）052-561-0184 24時間

名古屋法務局 ■女性の人権ホットライン
0570-070-810

月～金(祝日を除く)
8時30分～17時15分

愛知県女性相談
センター

■電話相談
052-962-2527

月～金(祝日を除く)9～21時
土･日(祝日を除く)9～16時

名古屋市配偶者暴力
相談支援センター

■電話相談
052-351-5388 月～金(祝日を除く)10～17時

名古屋市ＤＶ被害者
ホットライン

■電話相談
052-232-2201 土･日･祝10～18時

もし性被害にあってしまったら 補足

相談先一覧（民間）
名称・電話番号 開設時間

(公社)被害者サポートセン
ターあいち(あいポート)

■電話相談
052-232-7830 月～金(祝日を除く)10～16時

(一社)社会的包摂サポート
センター

■よりそいホットライン
（性暴力、DV専門回線あり）
0120-279-338

24時間

NPO法人人身取引被害者
サポートセンター
ライトハウス

■相談専用電話(AV出演強要)
0120-879-871
（LINE相談 ID:LH214）

月～金(祝日を除く)10～19時

NPO法人ポルノ被害と性
暴力を考える会(PAPSぱっぷす)

■相談電話
050-3177-5432
（LINE相談 ID:paps24）

原則24時間365日

インターネット違法･有害
情報相談センター

■AV出演強要･JKビジネス等の被害相談
相談フォーム http://www.ihaho.jp/

(一社)セーファーインター
ネット協会

■セーフライン（リベンジポルノ通報受付・削除依頼代行）
通報フォーム https://www.safe-line.jp/against-rvp/

正しい知識でしあわせな性 補足

二次被害を防ぎ必要な支援を

参考：女性のためのアジア平和国民基金「レイプの二次被害を防ぐために」（H16.3）、
警察庁「平成29年度犯罪被害者白書」（H29.6）コラム「性犯罪被害の実態と被害者への支援」小西聖子

•二次被害とは、被害者が被害の後に周囲の人
の様々な言動でさらに傷つけられること。
•二次被害は、レイプ神話や、女性の性に対す
る根強い偏見があるために発生します。

例■若い女性だけが被害にあう
■女性の挑発的な服装や行動が誘因だ
■抵抗しなかったから合意があった ……
被害者に必要な支援のポイントは４つ。

①偏見をなくす②当事者の決定を尊重する
③トラウマ反応について知る④孤立を防ぐ

ウィルあいち情報ライブラリー啓発パネル 
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