
ＤＶ・児童虐待の

現実から目を背けない
～大切な人を守るために～

　11 月は児童虐待防止月間で、11 月

12 日から 25 日は「女性」に対する

暴力をなくす運動週間です。ドメス

ティックバイオレンスおよび児童虐

待は重大な人権侵害行為であり、身

体的・精神的だけではなく次世代へ

甚大な影響を及ぼします。

　今回はそれぞれの形態・影響・対

応確認しながら、対応方法などにつ

いて皆さんと共に考えていきたいと

思います。

DV の実態を知ってください

　DV は同居する近親者から受ける暴

力行為のことで、犯罪行為です。叩

いたり、殴ったりという肉体に対す

りる暴力だけではなく、「精神的暴力」

「性的暴力」などさまざまな暴力があ

り、またこれらの暴力が複合して繰

返されることが多いため、非常に深

刻です。被害者の多くは女性ですが、

男性が被害に遭う場合もあります。

身体的暴力

　殴ったり蹴ったりするなど、直接

何らかの有形力を行使するものです。

暴力が原因で骨折

をしたり、意識喪

失状態、死に至る

こともあります。

精神的暴力

　人の前でバカにしたり、命令口調

でものを言う、大切にしているもの

を壊す、捨てるなど心無い言動によ

り、相手の心を傷つけるものです。

社会的暴力

　実家や友人とつきあうのを制限し

たり、電話やメー

ルを細かくチェッ

クしたりするもの

です。

性的暴力

　嫌がっているのに性的行為を強要

する、中絶を強要する、避妊に協力

しないといったものです。

経済的暴力

　生活費を渡さなかった

り、外で働かせない、仕

事を辞めさせたりするも

のです。
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辞めさせたりするものです。

DVのサイクル 　相手の行動などにイライラしてきます。大声で怒鳴る
などして「暴力を振るわれるかも」と怯えを与えます。
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緊張期

　実際に暴力を振るってきます。暴力が激しくなり、
身の危険を感じさせます。
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　一転して優しくなり、泣いて謝ったりプレゼントする
などして「変わってくれるかも」と期待を抱かせます。
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DV による影響は甚大です

●心理的な影響

●精神的な影響

●子どもへの影響

　被害者は加害者から逃れることな

く、関係を維持してしまうケースが

多くみられます。加害者から逃げて

も見つかるかも知れないという「恐

怖感」、子どものために我慢すると

いった母親としての「責任感」、加害

者から逃れ自立した生活ができるか

どうかといった

「不安感」など、

被害者がなかなか

加害者から離れら

れないといった背

景があります。

　被害者には、ケガなど身体的な影

響を受けるにとどまらず、将来への

不安や絶望感、男

性への恐怖心、PT

SD（外傷後ストレ

ス障害）に陥るな

ど精神的にもさま

ざまな影響を受け

ます。

　子どもがいる場合、子どもにも大

きなストレスからさまざまな心身の

症状が表れたり、感情表現や問題解

決の手段として暴力を用いることを

学習してしまうこともあります。さ

らに、加害者による子どもへの直接
的な暴力がなくて

も、加害者の言動

によって心理的外

傷を与えることと

なり、児童虐待に

当たるとされてい

ます。

まずは相談してください

パートナーからの暴力で

悩んでいませんか？

身近な人がパートナーからの

暴力で悩んでいませんか？

　暴力を受けて平気な人などいませ

ん「。自分さえ我慢すれば」と我慢

していませんか？「加害者から逃れ

た後はどうするのか、生活していけ

るのか」といったことで、これから

の人生を諦めていませんか？誰にで

も安全で健康的な生活を送るための

支援を求める権利があります。緊急

時には、警察へ通報、相談してくだ

さい。

　暴力を受けていると思われる人に

は「それはＤＶではないの？」と言

ってあげてください。打ち明けられ

たときは、相談機関へ相談するよう

勧めてください。

※DV の相談先は下に掲載していま

す。

デート DV

　恋人同士の間で起こる暴力行為「

デート DV」というものもあります。

殴る・蹴るなど身体に対する暴力だ

けではなく、相手の気持ちを考えず

に、自分の思いどおりに支配したり

束縛したりしようとする態度や行動

も、デート DV です。気付かないうち

にデート DV を受けていたり、相手の

気持ちを傷つけていたりする可能性

がありますので、まずは知ることが

大切です。

＜デート DV の例＞

・携帯電話の着信履歴やメールをチ

ェックする

・「ばか」など傷つく呼び方をする

・無理やり性的行為をする

・思い通りにならないと、怒鳴った

り責めたり脅したりする

パープルリボン
　女性に対する暴力根絶運動のシン

ボルマークとして国際的に使われて

います。

どこでも・誰でも・一人でも始めら

れる運動なので、一人一人ができる

ことを考えて取り

組み、被害当事者

支援の体制作りを

進めていきましょ

う。



児童虐待の実態を

知ってください

　児童虐待に関する相談対応件数

は年々増加傾向にあり、子どもが

死亡する件数も高い水準で推移し

ています。子どもにとって親に受

け入れてもらえないということは

、深刻な問題です。

児童虐待の現状をあらためて考え

、全ての子どもが虐待を受けずに

、健やかに成長できる社会を目指

しましょう。

　児童虐待に関する相談対応
子

どもが死亡する件数も高い水

児童虐待相談対応件数の推移

111211171022930858541395527524三重県

H26H25H24H23H22H21H20H19H18

889317380266701599195638444211426644063937323全　国

どもが死亡する件数も高い水
子どもに

て親に受け入れてもらえない
深刻な問題です。

児童虐待の現状をあらためて考
全ての子どもが虐待を受け
健やかに成長できる社会

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

全 　 国

0

200

400

600

800

1000

1200

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

三 重 県

身体的虐待

　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、

激しく揺さぶる、やけどを負わせる、

溺れさせる、首を絞める、縄などに

より一室に拘束する　など

性的虐待

　子どもへの性的行為、性的行為を

見せる、性器を触るまたは触らせる、

ポルノグラフィの被写体にする　な

ど

ネグレクト（育児放棄）

　家に閉じ込める、食事を与えない、

ひどく不潔にする、自動車の中に放

置する、重い病気になっても病院に

連れて行かない　など

心理的虐待

　言葉による脅し、無視、きょうだ

い間での差別的扱い、子どもの目の

前で家族に対して暴力をふるう（DV

）など

子どもたちへの

影響は甚大です

体への影響

　直接的な暴力を受けた場合は、傷

・あざなどが生じ、受けた部位によ

っては死に至ることもあります。ま

た小さい頃から虐待を受けると低身

長・低体重などの身体的特徴が出る

こともあります。

心への影響

　「自分は大切にされない存在だ」

という感情が乏しくなり、社会生活

を営む上で大きな影響を及ぼします

。また家庭内での DV は非行問題に

もつながると言われています。

次の世代への影響

　子育ては本能よりも、学習（経験

）で身についていくと言われていて

、自分が受けた子育てをそのまま引

き継いでしまい、虐待を受けた親が

また次の代に虐待をしてしまうこと

もあります。

～赤ちゃんを
激しくゆさぶらないで～ 

乳幼児ゆさぶられ症候群にご注意を

　赤ちゃんが何をしても泣き止まな

い時、イライラしてしまうことは誰

にでもあることだと思います。でも

赤ちゃんを激しく揺さぶるのは絶対

にやめてください。見た目には分か

りにくいですが、脳や網膜が損傷し

て重い障がいにつながったり、命を

落とすこともあります。どうしても

泣き止まない時は

安全な場所に寝か

せ、その場を少し

だけでも離れてリ

ラックスするなど

しましょう。

みんなで見守ることが

大切です

未然に防ぐために

　　「一生懸命やっているけど上

手くいかない」「誰も手伝ってく

れない」などの不安から虐待して

しまうこともあります。子育て家

庭を見掛けたら声掛けをして、「気

軽に相談できる」「一人じゃない」

と安心して子育てできる雰囲気を

作りましょう。

深刻化するまえに早期発見を

　早期に発見できれば被害を抑え

ることができます。虐待家庭では

何らかのサインを発しています。

不自然な点を見逃さず、「虐待か

も」と思ったら迷わず連絡してく

ださい。あなたの一報で救われる

家庭があります。

児童虐待のサイン

●子どもに不自然なケガやあざがあ

る・服がいつも汚れている・子ど

もを異様に叱り付けている

●子どもの泣き声や、大人の怒鳴り

声がいつも聞こえる

●近所づきあいがなく、いつも孤立

している

一人で悩まないで

●子育てに悩んでいる人は、相談

してください

　子育ては、迷うこと、困ってし

まうことばかりです。もし子育て

に寂しさや不安に襲われることが

あれば、あきらめずに周りを見回

して相談してみてください。

●虐待を受けた子どもの里親に

なってください

　今地域での身近な養育の受け皿

が重要視されています。里親にな

りたいと思われる方は、お近く

の児童相談所にご相談ください。

●虐待で苦しんでいる子どもは、

我慢せずに相談してください

　お父さんやお母さんから殴られ

たり、ご飯を食べさせてもらえな

かったり、繰り返し叱られたりし

てませんか？つらいことがあれ

ば、相談してください。
相 談 先

三重県北勢児童相談所

お近くの児童相談所

三重県女性相談所

子ども家庭支援課

鈴 鹿 警 察 署

電 話 番 号

347-2052

347-2030

059-231-5600

382-1100

382-9140

380-0110

ー ◯

◯

ー

◯

◯

◯

◯

◯

◯

D　V 児童虐待

※通話料がかかります。

※一部のIP電話からはつながりません。

【 夜 間 緊 急 】

【夜間代表電話】

【  代　表  】

オレンジリボン
　子ども虐待防止のシンボルマーク

として使われています。一人一人が

できることは何かを考え、児童虐待

を防ぐために子育

てに優しい社会を

作っていきましょ

う。

広報すずか特集「DV・児童虐待」に

ついてのご意見・ご感想は子ども家

庭支援課へ

059-382-9140

059-382-9142

kodomokateishien@

city.suzuka.lg.jp


