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　デートDVの現状
　2016年度に、認定NPO法人エンパワメントかながわを始めとする支援団体が東日本や九州など
1都10県の中学·高校 ·大学生の男女約2,800人を対象に全国デートDV実態調査（以下「全国調査」
という。）を行いました。交際経験があると答えた人の中で、DVの被害を受けたことがあると答えた
人は、女性で44.5％、男性で27.5％という結果でした。若い世代の男女ともにDVは身近な問題と
いうことです。
　さらに、詳しくデートDVを理解できるよう相談の専門家である福島大学人間発達文化学類特任教
授の安部郁子さんにお話を伺いました。

　デートDVにあった時にはどうすればよいですか。
　この質問にお答えする前に、デートDVに対する教育が大事であると思います。被害を受けた人が、「こ
れはデート DV かもしれない」と気づくことができるように。
　その前提があった上で、デート DV の被害にあったときには、自分だけで抱え込まず、相談してくだ
さい。友達に相談してもよいのですが、解決するためには、親や先生など大人に相談することが大切です。
つきまといやひどい暴力など、内容によっては警察に相談することも必要になってきます。
　全国調査によると、「他の人と話をしないように約束させられる」「友達との交流を制限される」「裸
の写真を要求されたり、避妊に協力しない」など、大人が受けているDV と同じなのです。被害にあっ
ていても、「愛されている」とか、「私がいなければ」と思ってしまうことも多く、恋愛感情があるため
に「嫌だな」と思っても離れることができない状況に陥ってしまうことがあります。交際相手との関係
で嫌だなと感じたり、困ったなと思ったら、そのままにせず、相手と距離をおくことも必要だと思います。

　相談を受けた大人はどう対応すればよいですか。
　基本は傾聴です。じっくり、話を聞いてください。その上で、専門機関の相談窓口に相談するよう促
してください。その時、相談を受けた大人は、デート DV であるときちんと伝え、相談してくる子ども
の感情のゆれにつきあいながら、デート DV がある関係は対等な関係ではなく、良い関係ではないと認
識させていくことが大切です。ただ「駄目だ」と言うだけでは、「大人の人に相談してもわかってくれない」
とその後相談できなくなってしまうので、暴力を受けていい人はいないこと、あなたが悪いのではなく
相手の問題であること等を伝えていくことを心がけましょう。
　特に、知っていただきたいことは、子どもの年齢によっては相談できる専門機関が違ってきますので、
専門の相談機関の連絡先や相談のしくみ、関連する法律について知っておいて欲しいと思います。面接
相談だけではなく、子どもと家庭のテレフォン相談や人権 110 番（法務省）などの電話相談窓口もあ
りますので、電話番号を伝えることも相談へ促すことになります。
　一度の相談で解決できることではありません。何度でもじっくり話を聞き続けることが大切です。

　デート DV にあわないためにはどうしたらよいですか。
　デート DV をするかどうかは、付き合ってみないとわからないことですが、例えば、付き合い始めた
時にメールを頻繁にチェックしたり、友達との約束を優先すると不機嫌になるなど、「嫌だな」とか違
和感を覚えた場合には立ち止まって考えて欲しいと思います。恋愛が始まった頃はコントロールされる
ことが愛されていると勘違いしてしまうこともありますが、違和感や「嫌だな」「困ったな」と思う気持
ちを大切にしましょう。「嫌だな」と思ったその感情を大事にするということは、自分を大事にするとい
う意識がないとできないことです。
　相手と対等な関係を築いていくために、自分のことを大切にすること、そして、相手のことも大切に
するという人権意識を持てるよう、大人が責任を持って教えていくことが重要だと思います。また、学
校教育の中でも人権教育を積み上げていき、その上で高校生には DV 教育が必要だと考えています。

　DV（ドメスティック・バイオレンス）という言葉は広く知られるようになってきました。では、「デートDV」
という言葉はどうでしょうか？
　ある調査によると、10~20代の交際経験がある女性の4割がDVの被害にあっていることがわかりました。
被害の内容は大人のDVと同じであり、10~20代の間でも深刻な問題となっています。一緒に考えましょう。

　これらはすべて暴力です。
どんな事情があっても、暴力をふるっていいという理由にはなりません。

交際相手から大声で怒鳴られて「怖い」「つらい」と感じた場合や
「自分さえ我慢すれば…」と思ったことはないですか？

それは、“ デート DV ” かもしれません。

特 集 デートDV

身体的暴力 殴ったり、蹴ったりするなど身
体に対する暴力を行うもの

●�気に入らないことがあると、殴ったり蹴ったり髪をひっぱっ
たりする。
●�相手に向かって物を投げたり、物を壊したりする。　��等

精神的暴力 心ない言動等により相手を傷つ
けるもの

●「バカ」「デブ」など傷つくことを言う。
●�腹が立つと大声を出したり物を壊したりして、相手を怖が
らせる。
●�不機嫌になる、無視する。　　　等

社会的暴力 社会生活をする上での人間関
係や行動を制限するもの

●�携帯電話等をチェックして、他の人のアドレスを消すよう
命令したり、勝手に消したりする。
●�電話にでなかったり、メール等にすぐに返信しないと不機
嫌になる。
●�友人関係を制限したりして、孤立させる。　　　等

経済的暴力 金銭的な負担を強要するもの
●お金や高価なプレゼントを要求する。
●�お金を貸しても返してくれない。
●�アルバイトをさせない、辞めさせる。　　　等

性的暴力 性行為の強要、避妊に協力しな
いといったもの

●怖くてセックスを断れない。
●�大丈夫と言って避妊に協力しない。
●�ポルノビデオや雑誌などを無理に見せる。
●�いやな写真を撮り、言うことをきかないと公開すると言う。　　　

等

　「DV」とは、ドメスティック・バイオレンスの略で、「配偶者や恋
人など親密な関係にある又はあった者に対して身体的、精神的、社
会的、経済的、性的暴力をくり返し、相手を支配しコントロールす
ること」をいいます。「デートDV」は、若年世代にもDVがあるこ
とを広く知ってもらうための言葉です。

「デートDV」
とは？

32



54

○相談窓口

デートDV・ストーカー対策のネクストステージ　
－被害者支援／加害者対応のコツとポイント

LGBT講演会
「学校現場における
	 LGBTの児童生徒への対応」参加者募集

名　　称 受付時間 電話番号
いわきふれあいサポート（いわき市） 9:00～18:00 0246-21-7235

女性のための電話相談ふくしま（郡山市） 10:00 ～ 17:00
（土日、祝日、年末年始を除く） 0120-207-440

◆民間支援団体 

名　　称 受付時間 電話番号
子ども家庭テレフォン相談
（県中央児童相談所） 9:00～ 20:00（祝日と年末年始を除く） 024-536-4152

子どもの人権110番（法務省） 8:30 ～ 17:15（平日） 0120-007-110

◆その他

名　　称 受付時間 電話番号
福島市福祉事務所（福島市） 8:30～17:15

（土日、祝日、年末年始を除く） 024-525-3780

郡山市福祉事務所（郡山市） 8:30～18:00
（第3土曜日とその翌日、年始を除く） 024-924-3341

会津若松市福祉事務所（会津若松市） 8:30 ～ 17:00
（土日、祝日、年末年始を除く） 0242-32-4470

喜多方市福祉事務所（喜多方市）

8:30 ～ 17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

0241-24-5229
いわき市内郷・好間・
三和地区保健福祉センター（いわき市） 0246-27-8612
いわき市小名浜地区保健福祉センター
（いわき市） 0246-54-2521

◆市の相談窓口

その他、お住まいの市町村、警察署でも相談できます。

【参考】
・デートDVを知っていますか？（パンフレット）福島県作成
・デートDVって？　内閣府ホームページより
・「人と人とのよりよい関係をつくるために」（パンフレット）　内閣府男女共同参画局作成（H28.11）
・デートDV白書Vol.5　「全国デートDV実態調査報告書」（H28年度）

名　　称 受付時間 電話番号
女性のための相談支援センター（福島市） 9:00～ 21:00（祝日、年末年始を除く） 024-522-1010

県北保健福祉事務所（福島市）

8:30～17:15
（土日、祝日、年末年始を除く）

024-534-4118

県中保健福祉事務所（須賀川市） 0248-75-7809

県南保健福祉事務所（白河市） 0248-22-5647

会津保健福祉事務所（会津若松市） 0242-29-5278

南会津保健福祉事務所（南会津町） 0241-63-0305

相双保健福祉事務所（南相馬市） 0244-26-1134

富岡福祉相談コーナー（南相馬市） 0244-26-1134

福島県男女共生センター（二本松市）
※休館日は原則として月曜日
（月曜日が祝日の場合はその直後の平日）

火曜日、　　　　9:00～12:00、
木曜～日曜日　13:00～16:00
水曜日　13:00～17:00、　　　��18:00～ 20:00
（休館日及び年末年始を除く）

0243-23-8320

郡山市こども家庭相談センター（郡山市） 8:30～18:00
（第3土曜日とその翌日、年末年始を除く） 024-924-3341

◆配偶者暴力相談支援センター

　講師は千葉県柏市立西原小学校教頭の中光理惠さんです。中光さんは、中学校教諭時代にトランスジェンダー
の生徒の担任として、誰もが生きやすい環境を作ること＝命を守ることと捉え、幾度となく保護者との話し合
いを重ね、懸命に管理職、教諭、生徒に働きかけ、学校だけではなく地域全体に大きな変化をもたらしました。
　また、今回は当事者の保護者もゲストスピーカーとしてお話しいただきます。
　LGBT について詳しくない方でも気軽に参加できるよう、基礎的な知識から話していただけるので関心のある
方ならどなたでも参加が可能です。

　デート DV 防止の授業や研
修を行う著者は、軽度のデー
ト DV を見過ごすことが被害
を拡大させていると指摘しま
す。学校や家庭、警察が防止
教育を行う際に、なぜデート
DV がダメなのか、加害者と
どう向き合えばいいのか、デー
ト DV を解決していくための
指導ポイントや相談の乗り方
を教えてくれる本です。

レンアイ、基本のキ
　好きになったらなんでもOK？

　恋人は他の人とは違う、特
別な存在。だから、束縛する
のもされるのも当たり前……。
その考え方で本当に素敵な恋
愛関係は成り立つのでしょう
か？恋人を失いたくないから
と、相手の要求にこたえ、浮
かんでくる疑問や不安をやり
過ごす状態は危険です。弁
護士として多くの DV 被害者
に関わってきた著者から、10
代から知っておきたい恋愛の
ルールを学びましょう。打越さく良 / 著　岩波書店

2015 年【分類 1501／ウ】
伊田広行 / 著　解放出版社
2015 年  【分類 1501／イ】

【日　　  時】 8月3日（金）13:30 ～ 15:30
【場　　  所】 福島県男女共生センター　１F 研修ホール

福島県男女共生センター図書室
電話：0243-23-8308　　開館時間　9時～20時（休館日前日は17時）問い合わせ

【費　　  用】 無料
【対　　  象】 教職員・支援に携わる方・一般（関心のある方）
【定　　  員】 200 名（申込先着順）
【講　　  師】 千葉県柏市立西原小学校教頭 中光　理惠さん 
  ゲストスピーカー  尾崎　文子さん

【内　　  容】 LGBT の知識理解・学校とLBGT の生徒、保護者との連携、
  学校現場における実例等

【問い合わせ】 福島県男女共生センター事業課
　　　　　　   TEL 0243-23-8304　 E-mail mirai@f-miraikan.or.jp

センター図書室の

「デートDV」に関するオススメ本

｛
｛
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● 認知症介護セミナー … 13時～15時
　 「誰もが安心して暮らせる福祉社会を目指して
 　 　　　ユマニチュード®～優しさを伝えるために～」
● 介護に関するイベント … 9時30分～13時
　��フットケアや「インボディ」による身体チェック、
　��高齢者疑似体験など介護を知る・学ぶ企画を行います。　女性の政治参画を推進しようと、政府は、国

会議員の候補者に占める割合を 2020 年までに
30％にすることを目標としています。
　福島県の県議会における女性議員の比率は
13.0% と、全国で比較すると上位ですが、54 人
中 7 人です。
　平成 30 年 5 月16 日に、選挙での男女候補者数
の均等化を努力義務として政党に求める「政治分
野における男女共同参画の推進に関する法律」が
成立し、今後、女性の政治参加が期待されています。

　県では、「ふくしま女性活躍応会議」を立ち上げ、あらゆる分野で女性が活躍
し、誰もが輝き笑顔あふれる「ふくしま」を目指して、官民一体となって取り組
んできました。
　今回は、女性も男性も輝く未来づくりシンポジウムとして、「誰もが活躍でき
る職場で、利益と笑顔がアップ～新しい働き方とマネジメント～」と題しまして、
NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事、NPO 法人コヂカラ・ニッポン代表
の川島高之さんの講演とトークセッションを行います。働き方改革・女性活躍
に興味がある皆さん、是非、ご参加ください。

● シンボルイベント … 10時30分～12時45分
　 青野慶久さん 講演会
　 「働く人を幸せに
　　  ～サイボウズが「100人100 通り」の
　　　　　  働き方ができるようになった理由～」

誰もが活躍できる職場で、利益と笑顔がアップ
　～新しい働き方とマネジメント～

●都道府県議会に占める女性議員の比率

（内閣府男女共同参画局「都道府県別全国女性の参画マップ（地方議会編）」平成 30 年６月作成）

コラム：「統計の数字から見る男女共同参画」

福島県からの
お知らせ

～見つけよう！！ひとりひとりのハッピーライフ～
開催日 : 平成30年9月1日（土）・2日（日）

順
位

都道府県
議員現員数
（人）

女性議員数（人）
（女性議員の比率％）

１ 東京都 126 36（28.6）
２ 京都府 58 11（19.0）
３ 滋賀県 42 7（16.7）
8 福島県 54 7（13.0）

【問い合わせ】
　福島県男女共生センター　事業課
　電話：0243-23-8304　FAX:0243-23-8314
　E-mail：mirai@f-miraikan.or.jp

福島県男女共生センター　事業課
TEL：0243-23-8304　E-mail：mirai@f-miraikan.or.jp

未来館フェスティバル2018

　サイボウズ株式会社は、多様な働き方をめざして「100 人 100 通り」の働き方
を実現、その結果、離職率が下がり採用・教育のコストが抑えられるようになりま
した。“ チームワークあふれる社会を創る ” という理念を掲げるサイボウズ株式会
社の働き方改革についてお話いただきます。

● 県民のみなさんによる自主企画 … 9時30分～15時30分
　��県内で活動するみなさんの活動紹介やワークショップなどを行います。
● ネットワークカフェ
　 「いろんな『ハッピーライフ』を見つけるためのプチ交流会」 … 15時30分～17時
　��県内外で活動する皆さんとの情報交換・交流会を行います。
● お楽しみイベント
　��スタンプラリーや紙しばいなど、親子で楽しめるイベントや、
　��そうめんの無料サービスを行います。

問い合わせ

講師 ： 川島 高之さん
 （NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事、
  NPO 法人コヂカラ・ニッポン代表）

コーディネーター  ：  川島　高之 さん
　　　　  出演者  ：  福島県知事
　　　　　　　　   内堀　雅雄
 　　　　　  株式会社東邦銀行　取締役頭取 　　　
　　　　　　　　  北村　清士 さん
 　　　　　  カルビー株式会社　執行役員
　　　　　　　　　福山　知子 さん

トークセッション
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未来館フェスティバルの
facebookを開設しています。

9月1日（土）

9月2日（日）

講 演



 　一般社団法人 Stand for mothers
は、公益財団法人日本財団の助成を受
け、郡山市で「暮らしづくりビレッジ」
を運営しています。暮らしづくりビレッ
ジは、「おしごと百貨店」、カフェ、イ
ベントスペースで構成された複合施設
となっており、子育て中の女性（ママ）
の「働く・活躍する」を支援する取り
組みを行っています。
　今回は、暮らしづくりビレッジ代表の
田中豪さんとおしごと百貨店の菅野里
芽さんにお話を伺いました。

⃝おしごと百貨店とは?
菅野さん:おしごと百貨店は、働きたい
ママを応援する日本初のママ向け民間
型ハローワークです。主に郡山市近郊
の市町村のハローワークの求人からマ
マ向けの求人を選んだり、直接企業に
働きかけるなどして独自の求人票をつく
り、求人情報を提供、その数はママ向
けの求人としては地域で一番の情報量
です。
　どういう働き方がしたいのか、どうし
て働きたいのか、というところからじっ
くりと専門スタッフが完全無料でママ

たちからの相談を受けています。また、
履歴書の書き方や仕事の探し方などの
講座、ワークショップなど、仕事を始
める上で不安な気持ちを解消するため
のセミナーも開催し、一歩踏み出すた
めの後押しになるような事業を行って
います。もちろん、専門スタッフへの
相談やすべての講座はお子様連れで参
加 OK ですので、お時間のご都合の良
いタイミングにお気軽にお越しいただ
けます。その他、おしごと百貨店で求
人票を掲載させていただいている企業
さんに対しても、採用条件の緩和や柔
軟な働き方への理解をいただけるよう
働きかけています。

⃝おしごと百貨店を始めるきっかけ
田中さん:以前、東京でママ向け雑誌の
編集や、ママ・子ども向けのコンテン
ツやイベント企画・制作などをしてい
ました。東日本大震災発災後、Stand 
for mothersという団体を立ち上げ、全
国のママから集められた支援物資を東
北のママに届ける活動を行ったり、全
国約 30ヶ所でその地域のママたちや
関連団体と一緒に子育て支援イベン
トを展開してきました。（この活動は
継続しており、今は JAPAN FAMILY 
PROJECTとして、全国の関連団体と
ともに年に1度、東京にて 2 万人規模
のイベントを開催しています。）そんな
中、震災後の福島には働きたいけど働
けないママたちがたくさんいる実情に
対して、県内で「働く人づくり応援事業」
を行っていた人材会社と連携して、「お
しごと百貨店」を始めました。
　おしごと百貨店以外にもベーグルと
コーヒーが楽しめるカフェやイベントス

ペースも展開しており、働きたいママ
だけではなく、地域の方が気軽に利用
できる施設になっています。そこから、
地域の様々な団体と連携し、地域を良
くしていくためのネットワークを広げて
います。

⃝今後の取組について
田中さん:郡山を中心に活動しています
が、新たに、週に1回、田村市におし
ごと百貨店が出張し、相談を受けられ
るようになりました。今後は少しずつ県
内各地へ活動を広げていきたいと考え
ています。
　また、これまで累計 2,000 名以上の
ママの働く志向について集めてきた声
を、社会に発信し続けていくことと同
時に、その結果をもとにママたちが自
分らしく働き・活躍できる社会をつくる
ためにこれからも取り組んでいきたいと
思います。
　民間型のハローワーク、カフェ、イ
ベントスペースがある、という複合施
設である利点を活かし、地域の皆さん
とつながり、地元に必要とされる取り
組みを続けていきたいと思います。

日本初のママ向け民間ハローワーク
「おしごと百貨店」
郡山市日和田町字中島14-1オリエントパーク日和田
暮らしづくりビレッジ内　電話：024-955-6181
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「いろいろな働き方
	 	 		　　を考える。」

菅野里芽さん（左）、田中豪さん（右）


