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性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる重大な人権侵害で、決して許されないことです。 

そして心身に長期にわたる深刻な影響を及ぼします。 

性犯罪・性暴力の根絶を求める声が高まる中で、国は令和 2 年度から 4 年度までの 3 年間を

｢性犯罪・性暴力対策の集中強化期間」として、取組を強化していくこととしました。 

いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることです。 

望まない性的な行為は、性暴力にあたります。性暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。 

また、身近な人や夫婦、恋人の間でも起こります。あなたは悪くありません。 

一人で警察に相談したり、病院で検査を受けることが不安な時は、まずは性犯罪・性暴力被害の 

ためのワンストップ支援センターに相談してみませんか。同行してもらえる場合があります。 

相談窓口 

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 

性暴力救援センター・東京（ＳＡＲＣ東京） ＮａＮａ 03-5607-0799  365 日 24 時間受付 

全国共通短縮ダイヤル #8891 
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電話相談（n=2,510） 面談（n=577)

「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支援状況等調査」より（令和元年 6 月 1 日～8 月 31 日対応） 

面談件数では、19 歳以下の被害者が 40.6％と約

4 割を占め、若年層の比率が高いです。中学生以下

に限っても約 2 割に上っています。「水着で隠れる

部分は大事な場所だから、他の人にさわらせない、

みせない、他の人のこともさわらない。」と教える

など、男女とも幼児期からの性教育が大切です。 

面談件数では、｢親」や｢その他親族｣からの被害を

合わせると約 2 割となっています。相談の 8 割は

“顔見知り”からの被害です。 

被害者は女性だけでなく男性もいます。 

薬物やアルコールを利用した犯罪も。 

3.7

5.6

13.5

24.2

15.5

11.7

25.9

8.4

9.9

22.3

31.3

15.2

12.0

1.0

0 10 20 30 40

12歳未満

～中学生

～19歳

20歳台

30歳第

40歳以上

不明

電話相談（n=2,572） 面談（n=726)

＜被害者の年齢＞
（％） 

（％） 

性暴力はあってはならないのです。 

一人でもいればそれは多すぎる！ 1is too many. 
 

参考資料：内閣府男女共同参画局 HP 

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keihatsu/


                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

性暴力 

同意なく無理やり性行為を強いられるレイプ、

痴漢、セクハラなどの性的嫌がらせは性暴力です。

悪いのはあくまでも加害者です。しかし、性暴力

では、しばしば被害者の服装など｢被害者の自衛｣

がとりあげられ、被害者を苦しめます。被害の後、

心ない言葉をかけられて、さらに傷つけられるこ

とを｢二次被害｣といいます。 

 

13 歳、「私」をなくした私 
 
山本潤著  

朝日新聞出版 2017 
 

著者は、父親からの性

的虐待サバイバーだ。父

母の離婚により 7 年間続

いた被害は終わったが、

｢自分自身」を失った著者

は様々な行動に走る。こ

の本を書けるまでに 29

年を要したという。 

 

性犯罪被害に 

あうということ 
 
小林美佳著 

朝日新聞出版 2008 
 

24 歳の夏、見知らぬ男

から性被害にあう。翌朝か

ら仕事に行った｢私｣。｢私

はなに一つ、恥ずかしいこ

とも悪いこともしていな

い」それなのに…。｢理解」。

｢私｣が願う、たった一つの

被害者への支援である。 

図書紹介 

コロナと 

ＤＶと 

女性 

新型コロナウイルスの感染症拡大と DV にどんな関係があるのでしょうか。 

コロナ禍は経済にダメージを与え、生活の基盤を脅かしました。 

多くの人が、生活不安やストレスを抱えたまま、外出自粛や休業要請により家族で

過ごす時間が増えた今、家庭という密室の中で、その不安やストレスが暴力となっ

て家族を攻撃するのです。 

全国の配偶者暴力支援センターでは、4 月の相談件数は1 万

3,223 件で、昨年 4 月より 3 割増加しました。新型コロナウ

イルス感染拡大に伴い、4 月 20 日から新たな DV の相談窓

口として設けられた「DV 相談＋(プラス)」には 7 月 20 日ま

での 98 日間で計約 1 万 4,000 件の相談がありました。 

 ＵＮ Ｗomen(国連女性機関)事務局長は、｢女性と女児に

対する暴力：陰のパンデミック｣と題した声明の中で、安全、

健康、経済的な不安からくる緊張と負担が、家等に閉じ込め

られる状況により助長され、そして暴力をふるうパートナー

と向き合う女性たちの孤立を増やし、必要な助 

けから遠ざけると指摘しました。 

また、女性の収入が減ると、相手から逃げるた 

めに家を出ることが今まで以上に難しくなります。 

 

あなたが受けている DV について、専門の相談

員が一緒に考えます。ひとりで抱えていないで

相談してみませんか。 
(10 か国語に対応) 
📞電 話 24 時間受付 0120-279-889 
✉メール 24 時間受付  

https://soudanplus.jp/ 
チャット 受付 12：00～22：00  

https://soudanplus.jp/assets/img/qr.png  

 

それはデートでもトキメキ 

でもセックスでもない 
 
ロビン・ワーショウ著 

イースト・プレス 2020 
 

「ないこと」にされて

きた「顔見知りよる強姦」

の実態を明らかにし、刊

行から 30 年以上経た今

も版を重ねている『怒り

の書』。統計資料、男性の

声、法廷闘争から予防策、

対処法まで。 
 

DV 相談ナビ #8008(短縮ダイヤル) 

10 月より、全国共通短縮ダイヤルが導入されました。 

最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。 

参考資料：内閣府男女共同参画局 HP、｢共同参画」6 月号、UN Women 日本事務所 HP 

https://soudanplus.jp/
https://soudanplus.jp/assets/img/qr.png


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

小児科医が伝えるオンリ

ーワンの花を咲かせる子

育て 
 
松永正訓著 

文藝春秋 2020 
 

すべての子は一人ひと

り、固有の人格と生きる力

を持っている。子どもの持

つ伸びしろを信じ、尊重す

ることで「自立した子」に成

長する。小児外科医が贈る

心温まる育児書。 

 

新着図書 

Ｗomen ここにいる私 
 
ナショナルジオグラフィック編著 

日経ナショナルジオグラフィック

社 2020 
 

130 年におよぶ時代・

50 か国以上の女性たちの

写真 400 点から思いもか

けない人生の在り方を知る

ことができる。現代のパイ

オニアたる女性たちへのイ

ンタビューも収録。新しい

発見と力を得られる一冊。 

これからの男の子たちへ 
 
太田啓子著 

大月書店 2020 
 

社会が発する「男の子向

け」「女の子向け」のメッセ

ージは価値観や感受性の

形成に影響を与える。｢社

会から性差別をなくすた

めに男の子の育て方こそ

が 大 切 な ん じ ゃ な い

の？｣。著者は 2 人の男の

子の子育てまっただ中。 

男性育休の困難 
 
齋藤早苗著 

青弓社 2020 
 

父親が育児のために休も

うとする時、最初に直面す

るのが上司らの性別役割分

業意識だという。「お母さん

はだめなの？」。子どもの世

話は母親が担うべき、子育

ては母親一人でこなせるも

のだという意識。男性の育

休取得はハードルが高い。 

分類  書  名  著者名  発行

210 告白 川恵実、ＮＨＫ特集取材班 かもがわ出版

320 おとめ六法 上谷さくら、岸本学 KADOKAWA

336 Slack ＆ Zoom ＆ Trelloテレワーク基本＋活用ワザ 大野浩誠〔ほか〕 インプレス

361 「許せない」がやめられない 坂爪真吾 徳間書店

367.1 女性の一生 大日向雅美 日本評論社

367.1 読書する女たち ステファニー・スタール イースト・プレス

367.23 デンマークの女性が輝いているわけ 澤渡夏代ブラント、小島ブンゴード孝子 大月書店

366 発想の転換で読み解く働く女性のやる気スイッチ 世永亜実 翔泳社

367.6 目に見えない傷 レイチェル・ルイーズ・スナイダー みすず書房

368 フラワーデモを記録する フラワーデモ エトセトラブックス

379 イラストでわかる怒らずのばす育て方 篠真希 池田書店

498 セルフケアの道具箱 伊藤絵美 晶文社

519 大量廃棄社会 仲村和代 光文社

673 女社会の歩き方 ぼのこ KADOKAWA

まつ 持続可能な魂の利用 松田青子 中央公論新社

    児　 へいわってどんなこと？ 浜田桂子 童心社  



 
 

図書･資料室利用案内 利用時間／午前 9 時～午後 9時 30 分 休館日／年末年始（12 月 29 日～１月 3日） 

70 歳以上 女性は 4 人に 1 人  
 
総務省が敬老の日を前にまとめた 9 月 15 日時点

の人口推計によると、65歳以上の高齢者人口は前年

比30万人増の3,617 万人となり、総人口に占める高

齢者の割合（高齢化率）は28.7％で、ともに過去最

多を更新した。高齢者の就業者数は 16 年連続で増

え、892万人。4人に1人が就業している。また、全

国の 100 歳以上の高齢者は過去最多の 8 万 450 人と

なり、女性が88.2％を占めた。 

DV 相談 短縮ダイヤル＃8008 
   

内閣府は、ドメスティックバイオレンス(DV)の

電話相談の全国共通短縮ダイヤル｢＃8008｣を、10

月から導入した。現在の 10 桁の番号｢DV 相談ナビ 

0570-0-55210」が長く覚えにくかったため。電話

をかけると、発信地を確認した都道府県の配偶者

暴力相談支援センターにつながる。センターは公的

な支援機関で、緊急時の安全確保やカウンセリング

を実施している。 

 性暴力の被害相談についても、全国共通短縮ダイ

ヤル｢＃8891｣の運用を 10 月から始めた。 

練馬区 ｢こども商品券｣配布 
  
練馬区では、新型コロナウイルス感染症への

感染防止のために、子どもの健診や予防接種な

どの際、タクシー料金の支払いの時などで使用

できる｢こども商品券(2 万円)｣を配布する。申

し込み手続きは不要。対象は令和 2 年 4月 1 日

～令和 3年 3 月 31 日までに生まれた新生児。 

産後うつリスク 父母ともに 
 

国立成育医療研究センターは、1 歳未満の子ども

がいる家庭で、父母が同時にうつ病などメンタルヘ

ルス不調のリスクを抱えるケースが、全国で年約 3

万世帯に上る可能性があるとの分析結果を発表し

た。 

子どもが生後 0～6 か月の場合より、動き回るよう

になる6～12か月の世帯の方がリスクが高くなる傾向

があった。男性の育児参加が進む中、母親だけでなく

父親にも不調のリスクがあると指摘している。 

男性の育休 国民投票 スイス 
  
スイスでは、昨年 9 月に、父親を対象に

2 週間の休暇を設け、企業や労働者が加入

する国の雇用保険から収入の 80％を支給

する法案が国会で可決された。スイスでは

国会で可決された法案でも、5 万人以上の

署名を集めれば、国民投票で改めて是非を

問うことができる。企業や家計の負担が増

えることを問題視した企業の経営者らが署

名を集め、国民投票が行われた結果、｢出産

休暇・育児休業｣の制度は賛成多数で承認さ

れた。｢育児は母親が中心｣という価値観が

根強い国で、定着するかが注目される。 

新婚生活 60 万円補助 
 
 新婚夫婦への支援事業は、平成 27 年度に始

まり、千葉市や神戸市など 281 市町村で実施

(7月 10 日現在)されており、これまでは 34歳

以下で、世帯年収 480 万円未満が条件だった。

来年度からは対象となる年収、年齢ともに緩

和し、上限額を 30 万円から 60 万円にする方

針。婚姻日の年齢が 39 歳以下で世帯年収が

540 万円未満であれば、新居購入費や家賃、引

っ越し費用などを補助する予定。 

 

日本の子ども 幸福度 
 
国連児童基金(ユニセフ)は、先進・新興国 38

か国に住む子どもの幸福度を調査した報告書を

公表。｢精神的な幸福度｣｢身体的健康｣｢学力・社

会的スキル｣の 3 分野で指標化した。日本の子供

は、生活満足度の低さ、自殺率の高さから｢精神

的な幸福度｣が 37 位と最低レベルだった。総合順

位は 20 位。1 位はオランダ、2位はデンマーク。

平成 27 年～令和元年までの統計が使われてお

り、新型コロナウイルスが流行る前。 

にゅーすＢＯＸ 

体外受精児 15 人に 1 人 
   

平成30年に国内で行われた体外受精で生まれた

子どもは 5 万 6,979 人となり、過去最多だった。

生まれた子どもの 15 人に 1 人が体外受精児とな

る。出生数は 15年前と比べると 3 倍強。体外受精

は公的医療保険の対象外で、国の助成制度はある

が、自己負担も高額となるため、治療をあきらめる

夫婦も多い。少子化対策として、厚生労働省は、不

妊治療の保険適用を掲げ検討を進めている。 

 望まない妊娠 相談増加 
   
各地の妊婦向けの相談窓口には今年の4月以降、特

に10、20歳代の相談が急増しているという。新型コロ

ナウイルスの感染拡大による外出自粛などで｢望まな

い妊娠｣や性被害が増えている可能性があるとして、

厚生労働省の研究班が、人工妊娠中絶の状況などを調

べる初の全国調査を今年度中に行う予定。 

待機児童 過去最少 
   
 厚生労働省の発表によると、今年 4 月 1 日時

点で待機児童の数が前年より 4,333 人少ない 1

万 2,439 人だった。平成 6 年の調査開始以来過

去最少だが、政府が掲げてきた｢2020 年度末ま

でに待機児童ゼロ｣の目標は達成が困難な情勢。 


