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セクハラ、レイプ、痴漢、リベンジポルノ等々、これらはすべて性暴力です。 
あなたが望まない・合意のない性的な行為は、すべて性暴力にあたります。 

内閣府が、今年 6 月に公表した若年層の性暴力被害の実態調査報告書で、約 4 人に 1 人が何らかの性暴

力被害にあっていたことがわかりました。(オンラインアンケート/対象は 16 歳～24 歳) 

性暴力 

5 つの性暴力被害 
 

① 性交を伴う性暴力 

② 体を触れられるなどの 

身体接触を伴う性暴力 

③ 裸や性器を見せられるな

ど視覚による性暴力 

④ いやらしいことを言われ

るなど言葉による性暴力 

⑤ 裸を撮影されたなど情報

ツールを用いた性暴力 
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身体接触を伴う性暴力被害
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言葉による性暴力被害

情報ツールを用いた性暴力被害

性暴力被害への遭遇率 (1 次配信分、n=6,224：複数回答) 
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AV出演強要

JKビジネス

レイプドラッグ

酔わせて性的行為を強要

SNSを利用した性被害

セクシュアルハラスメント

痴漢

7つの手口への遭遇率

（％） 

（％） 

JK ビジネスとは、 

女子高生などを売り

物とする営業 

レイプドラッグと

は、薬などを使用

して意識がもうろ

うとした状態での

性暴力 

(1 次配信分、n=6,224：複数回答) 

性暴力の手口では痴漢が 7.7％と最も多く、アンケートの自由意見に

は、「痴漢に対する世間的な罪の認識が低すぎると思う。被害者がどん

な服装や見た目をしていても非が全くないという認識が増えればいいと

思う。」とあります。加害者より被害者への厳しい視線があるようです。 

性的同意ってなに？ 

性的同意とは、全ての性的な行為

に対してお互いがその行為をしたい

と望んでいるかを確認すること。相

手の心や体の境界線(バウンダリー)

を超えて性的な行為をしようとする

時は相手の同意が必要です。泥酔中

や寝ている時では意味がありませ

ん。また、｢NO｣といわないからと言

って｢YES｣でありません。お互いの

意思を尊重し、いつでも｢NO｣を 

言える自由な関係を！ 

性交を伴う性暴力被害の特徴としては、加害者として、学校の関係者

(教職員、先輩、同級生等)が最も多いこと。次には交際相手、インターネ

ット上で知り合った人、全く知らない人、が続きます。被害を誰にもど

こにも相談しなかったケースが半数を超え、ほかの性暴力被害に比べて、

被害から回復するのが最も困難です。 

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 ＃8891 

 

性暴力に関する SNS 相談「Cure time」キュアタイム 

                          

あなたの不安に寄り添

いながら支援する、公的

な相談窓口があります。 

秘密は厳守！ 

参考資料：内閣府｢若年層の性暴力被害に関するオンラインアンケート」、｢早稲田ウイークリー2022JULY｣、｢PILCON｣HP 

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


 

 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男が痴漢になる理由 
 
斉藤章佳著  

イースト・プレス  2017   
 

痴漢は満員電車の中だけ

で起こるわけではないが、

発生率は最も高い。加害者

は意外にも四大卒、家庭も

子どももいる平凡な人が多

いという。加害者に共通す

るのは「性欲」ではなく、

女性に対する｢認知のゆが

み」だという。それは何か。 

 

わたしは黙らない  

性暴力をなくす 30 の視点 
 
合同出版編集部編  

合同出版 2021 
 

痴漢にあったのにブスは

痴漢にあわないと笑われ、性

暴力を受けたのに嫌がって

いなかったといわれ、訴えれ

ばすさまじい二次被害を受

けた時代。訴える人々の口を

ふさぎ続けてきた社会で闘

い続けた人たちの思いは…。 

 
 

DV 後遺症に苦しむ母と

子どもたち 
 
林美保子著 

さくら舎 2022 
 

母と家を出るまでの 16

年間面前 DV を受けてい

たという著者。緊張を強い

られていた日々から解放

されたら…様々な後遺症

が待っていた。DV は加害

者のもとから離れれば一

件落着とはいかないのだ。 

〔図書紹介〕 

性暴力 

セクハラやレイプ、デート DV など、心と体に深

い傷跡を残す性暴力。被害後は、自分をコントロー

ルできなくなり、うつ症状や対人関係への不安など

に長い間苦しめられるといいます。また、｢被害者の

不注意だった」「逃げればよかったのに」などの言葉

は、被害者を傷つける二次被害である｢セカンドレイ

プ｣です。 

性暴力は誰もが加害者にも被害者にもなる可能性

があります。男性や性的マイノリティの方や同性間

でも起こります。どうか、1 人で悩まないで。 

AV に出る契約を断りたい…その契約断れます。AV 出演被害防止・救済法施行(令和 4 年 6 月） 

1 人で悩まないで！ 

電話して相談してください。 

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#8891 

★アダルトビデオに出る約束(契約)をしま 

した。撮影を断れますか。 

★撮影されたアダルトビデオがお店で売ら 

れていたり、インターネットで流れてい 

ます。止めてもらいたいのですがどうし 

たらよいですか。 

 

AV に出る約束(契約)をした人を守るためのルール 

① 約束(契約)をする場合には、どのような約束(契約)か

を説明した文書を渡さなければいけません。 

② 約束(契約)を説明する文書をもらった日から 1 か月

は撮影をしてはいけません。 

③ どのようなアダルトビデオが売られたりインターネ

ットに流されるのかを前もって確認できます。 

④ 撮影後 4 か月は、アダルトビデオを売ったりインタ

ーネットに流したりしてはいけません。 

⑤ アダルトビデオに出た人が約束(契約)をなかったこ

とにしても、もらったお金以外のお金を払う必要が

ありません。 

⑥ 約束(契約)をなかったことにした場合や約束(契約)

に従わずにアダルトビデオが公表された場合に

は、アダルトビデオが売られたりインターネット

に流されるのを止めることができます。 

18 歳になったら契約は慎重に。 

令和 4 年 4 月から成年年齢が 20 歳から

18 歳に。未成年であることを理由とした

取り消しができなくなりました。 

メールやＳＮＳで「イヤ」であること伝えましょう。 

参考資料：内閣府男女共同参画局 HP 
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分類 書 名 著者名 発 行 

289 ピリカ チカッポ（美しい鳥） 石村博子 岩波書店 

304 ぼくらの戦争なんだぜ 高橋源一郎 朝日新聞出版 

367.1 差別は思いやりでは解決しない 神谷悠一 集英社 

367.1 ジェンダーの心理学 新版 青野篤子 ミネルヴァ書房 

367.22 ハッシュタグだけじゃ始まらない 熱田敬子 大月書店 

367.3 コンビニは通える引きこもりたち 久世芽亜里 新潮社 

367.3 親子の法則 三凜さとし KADOKAWA 

367.7 最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野千鶴子 中央公論新社 

369 わたし生活保護を受けられますか 三木ひとみ ペンコム 

369 あなたはどこで死にたいですか？ 小島美里 岩波書店 

392 女性兵士という難問 佐藤文香 慶應義塾大学出版会 

495 日本の中絶 塚原久美 筑摩書房 

595 いつになったらキレイになるの？ 田房永子 扶桑社 

597 人生が変わる 紙片づけ！ 石阪京子 ダイヤモンド社 

726 女の子がいる場所は やまじえびね KADOKAWA 

914 紅色のあじさい 津村節子 鳥影社 

916 妻はサバイバー 永田豊隆 朝日新聞出版 

936 キャッチ・アンド・キル ローナン・ファロー 文藝春秋 

くぼ 夜に星を放つ 窪美澄 文藝春秋 

たか おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子 講談社 

 

新着図書 

スマホで薬物を買う子ど

もたち 
 
瀬戸晴海著  

新潮社 2022 
 

若者には、隠語や絵文字が

とびかうＳＮＳ上や秘匿ア

プリを通じた薬物入手は簡

単であり、それが危機意識を

低くする。凄まじい勢いで身

近に迫る薬物から子どもた

ちをどう守ったらよいのか

「自分事」として考えたい。 

友だちもネットも教えて 

くれない性と妊娠のリアル 

10 代の妊娠 
 
にじいろ著  

合同出版 2021 
 
 今の日本では妊娠・中絶・

避妊等に関することを学校

教育の中で学ぶ機会がとて

も少ない。妊娠は女性だけの

問題ではなく男性の問題で

あり、社会全体の問題でもあ

る。大人にも読んでほしい。 

 

92 歳総務課長の教え 
 
玉置泰子著  

ダイヤモンド社 2022 
 

すぐに辞めようと思って

いた会社で勤続 66 年。

2020 年には｢世界最高齢

の総務部員｣としてギネス

世界記録に認定された。92

歳の今でも毎日成長してい

る実感があるという著者。

｢仕事｣とは何か。原点に戻り

背筋の伸びる思いがする。 

先生、どうか皆の前でほめ

ないで下さい 
 

金間大介著 

東洋経済新報社 2022 
 

現代の若者に多くみられ

る、競争を嫌い目立つことを

恐れる究極の横並び主義。

「ほめ」＝「圧」と感じてし

まう、そんな若者が育ってき

た日本社会を作った大人が

まずは変わって、これからの

若者を応援していきたい。 
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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） 

女性のサッカー観戦解禁 イラン 
 
今年 8 月下旬、国際サッカー連盟の

働きかけによりイランで女性のサッ

カー観戦が認められた。イランでは、

1979(昭和 54)年の革命以降は公共の

場で男女が同席することは好ましく

ないとされ、女性が男子サッカーを観

戦することが事実上禁じられてきた。

2019 年には、男装して競技場に入ろう

として拘束された女性が焼身自殺す

る事件も起き、亡くなった女性はイラ

ンにおける女性の権利拡大の象徴と

なっていた。 

練馬区 障害児一時預かり開始 
 
練馬区は 11 月から、障害児を持つ保護者らの子育て支

援のため、「こども発達支援センター」で障害児一時預か

り事業を開始する。対象は 1 歳 6 か月から小学校 6 年生

までの障害児や発達に心配のある子どもで、保育士等の

資格を持つ職員が対応。事前の親子面談を踏まえて利用

登録を行い、1時間 100 円で利用できる。 

男性の育休取得率過去最高に 
 

厚生労働省が令和 3 年 10 月に実施した雇用均等

基本調査によると、男性の育児休業取得率は13.97％

で、前年度から 1.32 ポイント上昇し、過去最高とな

った。取得期間は男性では約半数が 2 週間未満だっ

た。女性の取得率は 85.1％、取得期間は「12～18 か

月未満」が 34.0％と最も多く「10～12 か月未満」が

30.0％と続く。政府は 25 年までに男性育休取得率

30％という目標を掲げており、厚労省職業生活両立

課は、啓発を続けたい意向。 

 夫の家事育児時間 
 
総務省が発表した令和 3 年の社会生活基本調査

によると、6歳未満の子どもがいる世帯で夫の家事

や育児などの時間が、前回(平成 28 年)調査に比べ

て 31 分増えて 1 時間 54 分となった。今までの調

査で最も長かったが、妻の家事・育児時間の4分の

1にとどまる。妻は6分減り、7時間28分だった。 

梅毒 患者数 過去最多 
  
性感染症の梅毒と今年診断された患者数(速報値)が 9

月4日までに8,155人にのぼり、過去最多となった。近

年急増している背景に専門家からは、SNS を通じた不特

定多数との性交渉の増加を指摘する声も上がっている。

感染者の3分の2は男性。女性の感染者は、6割近くが

20歳代で、妊娠した場合の母子感染が懸念される。 

 

高齢者人口過去最高 65～69 歳就業率 初の 5 割 
 
65 歳以上の高齢者の人口は、3,627 万人(女性 2,053 万

人、男性 1,574 万人)。総人口に占める割合(高齢化率)は

29.1％となり、どちらも過去最高を更新した。高齢化率

は世界 200 か国・地域(人口 10 万人以上)の中でトップ。 

高齢者に占める就業者の割合は、25.1％、65 歳～69 歳に

限ると50.3％となり、初めて5割を超えた。政府は人口減

による人手不足対策で高齢者の就労を後押ししている。 

特定妊婦 孤立・貧困すすむ  
 
厚生労働省は、平成 29 年度から自治体に、孤立や

貧困などの問題を抱える特定妊婦を受け入れる入所

施設の運営費を補助する制度を設けている。児童虐待

事件では母親が産んだ子を手にかけるなど加害者に

なるケースが多い事情を背景に、特定妊婦は平成 21

年改正の児童福祉法で支援の対象に位置付けられた。

全国の特定妊婦は平成 21 年の 994 人から令和元年の

8,253 人と 8 倍超にまで増えた。しかし、入所施設は

全国で 8 か所にとどまり支援が進んでいない。 

 
結婚後子どもはもつべきだ 激減 
  

国立社会保障・人口問題研究所が行った令和3年

「出生動向基本調査」にて「結婚したら子どもはも

つべきだ」と考える女性は 36.6％、男性は 55.0％

だった。調査は 5 年に 1 度結婚や出産への意識を

全国調査しているもので、前回に比べ、女性は約 30

ポイント、男性も 20 ポイント激減する結果となっ

た。希望する子どもの人数も、女性は調査開始後初

めて 1.79 人と 2 人を割り込んだ。独身の男女で

「一生結婚するつもりはない」と答えたのは、男性

で 17.3％、女性は 14.6％とどちらも増加した。 

またこの調査では、平成30年～令和3年に結婚し

た夫婦の13.6％がＳＮＳやマッチングアプリといっ

たインターネットサービスを通じて出会っていたこ

とがわかった。調査項目に「ネットで」が設けられた

のは今回が初めて。 

 

理工系女子の割合 最低レベル 
   

OECD(経済協力開発機構)の令和元年調査では、日本

で理工系を専攻する女子の割合は、加盟国中最低レベル。

政府の｢教育未来創造会議｣が今年 5 月に出した第 1 次提

言では、｢女子は理系に向いていない｣など根拠のない固

定観念が保護者、学校、社会にあり、女子の理系選択の可

能性が狭められていると指摘。今後、理系分野専攻の学

生の割合を現在の35％から50％程度に引き上げる方針。 

働く母親の就業割合 4 分の 3 
   

厚生労働省の国民生活基礎調査(令和 3 年)によ

ると、子ども(18 歳未満)がいる世帯で母親が｢仕事

あり｣と答えたのは 75.9％。働く母親の割合が初め

て４分の 3 に達した。子育て世帯で母親が正規雇

用で働く割合は前回より 3.4 ポイント増の 29.6％

にのぼる。一方、｢仕事なし｣と答えた割合は24.1％。

0 歳児がいる世帯では 39.8％と子どもが小さいほ

ど、就業していない割合が高まる傾向があった。 

＊10 月は乳がん月間です。 


