女性のための兵庫県内公的相談機関
■兵庫県警察本部

として公的機関が相談窓口を開設しています。
ご相談ください。
（相談無料、秘密厳守）

☎

逃げたい！

配偶者（元配偶者）や恋人を
引き離してほしい

警察

保護命令の申し立て

緊急の場合は 110 番に通
報または最寄りの警察署
（生活安全課）に相談

暴力を受けた状況などのほか、配
偶者暴力相談支援センターや警
察に相談した事実などがあれば
記載。
（配偶者暴力相談支援セン
ターや警察に相談していない場
合は、公証人役場で認証を受け
た書類を添付 )

配偶者暴力相談
支援センター
・相談または相談機関の紹介
・被害者及び同伴者の緊急時に
おける安全の確保
・自立生活の促進・情報提供
※各支援センターによって実施
されている業務は異なります。

DV には
サイクル
があります
ハネムーン期

爆発期

暴力をふるった事を
謝りやさしくなる

爆発し暴力をふるう

6

)

緊張期
イライラし緊張が高まる

(ヵ月間

一時保護

民間シエルターに委託する場合
もあります。

地方裁判所
【保護命令】
・被害者への接近禁止命令
・電話等禁止命令
・子への接近禁止命令
・親族等への接近禁止命令
・退去命令(2ヵ月間)

緊急時は 110 番通報！

078-371-7830 電話相談受付時間：毎日 24 時間

【配偶者暴力相談支援センター】

配偶者）や恋人から暴力を受けた！

身体的な暴力を受けている
恐怖を感じている

ストーカー・DV 相談

2019 年 3 月現在

■兵庫県女性家庭センター
078-732-7700
■神戸市 女性のための DV 相談室
078-382-0037
■姫路市配偶者暴力相談支援センター
079-221-1532
■尼崎市配偶者暴力相談支援センター
06-4950-0589
■明石市配偶者暴力相談支援センター
078-918-5186
■西宮市 DV 相談室
0798-23-6011
■芦屋市 DV 相談室
0797-38-9100
■伊丹市 DV 相談室
072-780-4327
■加古川市配偶者暴力相談支援センター
079-427-2928

■たからづか DV 相談室
0797-77-9121
■三木市 DV 相談室
0794-82-8300
■川西市配偶者暴力相談支援センター
072-758-0708
■小野市 DV 相談室
0794-63-1116
■三田市配偶者暴力相談支援センター
079-563-7830
■加西市 DV 相談室
0790-42-8736
■加東市配偶者暴力相談支援センター
0795-43-0411
■猪名川町配偶者暴力相談支援センター
072-767-7477

DOMESTIC
VIOLENCE
ひとりで悩まず相談してください

【女性のための相談】（相談の詳細は各相談機関に直接お問い合わせください）
■神戸市男女共同参画センター あすてっぷ KOBE
電話相談 078-361-8361
面接（予約）078-361-8935
■姫路市男女共同参画推進センター あいめっせ
電話相談 079-287-0801
面接（予約）079-287-0807
■尼崎市女性センター トレピエ
電話相談 06-6436-8636
面接（予約）06-6436-6331
■あかし男女共同参画センター 複合型交流拠点ウィズあかし
電話・面接（予約）078-918-5611
■西宮市男女共同参画センター ウエーブ
電話相談 0798-64-9499
面接（予約）0798-64-9498
■芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや
面接（予約）0797-38-2022
■伊丹市立女性・児童センター
面接（予約）072-772-7248
■相生市男女共同参画センター
電話・面接（予約）0791-23-7130
■加古川市こども部家庭支援課
電話・面接 079-427-9293
■赤穂市女性交流センター
電話・面接（予約）0791-43-7800
■西脇市こども福祉課
電話・面接 0795-22-3111（内線 261）
■宝塚市立男女共同参画センター エル
電話相談 0797-86-3488
面接（予約）0797-86-4006
■三木市男女共同参画センター こらぼーよ
電話相談 0794-89-2354
面接（予約）0794-89-2331
■高砂市男女共同参画センター
電話・面接（予約）079-443-9134
■川西市男女共同参画センター パレットかわにし内
電話相談 072-759-1857
面接（予約）072-759-1856
■小野市男女共同参画センター
電話・面接（予約）0794-63-8250
■三田市まちづくり協働センター男女共同参画担当
電話・面接（予約）079-563-8000
■篠山市男女共同参画センター フィフティ
電話・面接（予約）079-552-6926
■朝来市市民文化部人権推進課
電話・面接 079-672-6122
■加東市健康福祉部福祉総務課
面接（予約）0795-43-0408

【イーブン女性のための相談】

なやみ相談
■電話相談

078-360-8551

■面接相談(要予約)

078-360-8554

月曜日〜土曜日9:30〜12:00
（祝日及び年末年始を除く）

予約専用電話※9:00から受付
月曜日〜金曜日11:00〜18:40

13:00〜16:30

土曜日9:20〜16:50

法律相談
女性問題に理解のある女性弁護士が法的手続き等
の相談に応じます。
※上記なやみ相談（面接）で問題点を整理したうえ
での予約となります。
※原則として毎月第２水曜日（面接時間30分）

兵庫県立男女共同参画センター イーブン
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー7階

URL https://www.hyogo-even.jp

DV
（ドメスティックバイオレンス）
はパワーによるコントロールです！

女性へのあらゆる暴力の根絶のための取組み として公的機関が相談窓口を開設しています。
DV に悩んでいる方は、一人で悩まずに ご相談ください。
（相談無料、秘密厳守） パートナーとの関係で思いあたることは
は
ありませんか？
身体的な暴力だけでは
配偶者（元 配偶者）
や恋人から暴力を受けた！

DV

ありません
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相談したい

男女共同参画センター
＜女性のための相談＞
女性カウンセラーが相談者に寄り添い、相談者の抱えている悩みや問題
を聴き、迷いや葛藤を整理し、相談者自身が問題解決できるようサポート
します。

● 女性相談では、次のような心理的なケアを行っています。
自尊感情の回復

エンパワーメント

固定化された性別
役割意識や、女性
特有の心理など、
個人的な問題を社
会の問題として考
えます。

相談者のありのま
まの気持ちや考え
を受け止め、自尊
感情の回復をめざ
します。

相談者が持つ潜在
能力を発揮し問題
解決に向かって行
動できるよう寄り
添います。

□ パートナーを怖いと思う
□ パートナーが帰ってくると、とても緊張する
□ パートナーの顔色をうかがいながら生活をしている
□ 何を言っても無視をされ、口をきいてもらえない
□ 嫌なことでも「ノー」と言えず、パートナーに従っている
□ 自分の予定や居場所を必ず伝えている
□「子どもに危害を加える」と脅されている
□ パートナーの前で、実家の親・きょうだい・友人と話せない
□ 自分のことはいつも後回しにしている
□ 暴力を振るわれていることを誰にも理解されないと思ってしまう

パワーと
コントロール

DV は

被害者の心にも影響を
与えます
DV は暴力による身体へのケガや
後遺症だけではありません。暴力へ
の不安や緊張を抱え続けた生活は、
心身にダメージを与えます。様々な
身体症状のほかに、抑うつ感や強い
不安感、無気力感などは、DV の影響
ということもあります。
PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder：
心的外傷後ストレス障害）に陥るなど、精神
的な影響を受けることもあります。

・仕事をさせない
・生活費を渡さない
・使途を細かくチェックする
・収入を取り上げる

・性的行為を強要する
・避妊に協力しない
・中絶を強要する

)

✓ 日頃の生活の中に思いあたることはありますか？
□

社会的隔離 心理的暴力
報または最寄りの警察署
偶者暴力相談支援センターや警
・「ち ょ
っ と 押 し た だ け」 察に相談した事実などがあれば
（生活安全課）
に相談
「どこの家にもあること」 記載。
（配偶者暴力相談支援セン
「怒らせるようなことを
過小評価
配偶者暴力相談
ターや警察に相談していない場
するから」と暴力を相手
支援センター
経済的暴力
合は、公証人役場で認証を受け
否認
のせいにする
・相談または相談機関の紹介
た書類を添付
)
・病気やストレスを理由に
責任転嫁
・被害者及び同伴者の緊急時に
する
おける安全の確保
・自立生活の促進・情報提供
（力と支配）
男性の
※各支援センターによって実施
地方裁判所
性的暴力
特権を振り
・「誰のおかげで食べてい
されている業務は異なります。
けるんだ」
「女のくせに」 【保護命令】
かざす
などと言う
・被害者への接近禁止命令
6 強要
・電話等禁止命令
子どもを
・子への接近禁止命令
一時保護
脅迫
利用した暴力
・親族等への接近禁止命令
民間シエルターに委託する場合
威嚇
・退去命令(2ヵ月間)
もあります。
(ヵ月間

男女共同参画の視点

DV は、身体的にケガを負わせるよ
・ののしる、無視する
・実家の親、きょうだい、
・大切にしているものを壊す、
うなことだけでなく、精神的・経済
友人との付き合いを制限
捨てる
的・性的暴力、社会的な圧迫なども
する
・妻の学歴や実家をバカにする
・電話履歴やメールを
含まれます。また、パートナーを責め
・料理をけなす
逃げたい！
（元配偶者）
配偶者 チェックする
や恋人を
続け自分の思いどおりにしようとす
・人格を否定する
身体的な暴力を受けている
引き離してほしい
る行動や、
モラルハラスメントも DV
恐怖を感じている
にあたります。
手をあげられたことはなくても、
身体的暴力
相手に対して萎縮し、人格を否定さ
れたように感じているなら、ふたり
の関係には
警 察 DV があるのかもしれま
保護命令の申し立て
せん。
緊急の場合は
110 番に通
暴力を受けた状況などのほか、配

DV は

子どもにも影響を与えます

身体的暴力

緊張期

親の暴力を目撃（面前
DV) したこ
イライラし緊張が高まる
とにより、子どもに様々な心身の症
状が現れることがあります。また、暴
力を目撃しながら育った子どもは、
DV には
自分が育った家庭での人間関係のパ
ターンから、感情表現や問題解決が
サイクル
困難な状態に陥ることがあります。
があります
児童の目の前で配偶者に対する暴力が行われ
ハネムーン期

ることなど、直接児童に対して向けられた行
暴力をふるった事を
謝りやさしくなる
為でなくても、児童に著しい心理的外傷を与
えるものであれば、児童虐待に含まれます。
※児童虐待の防止等に関する法律

・「別 れ る」
「出 て い け」
「死んでやる」と脅す
・壁や家具などを壊す
・刃物をちらつかせる、
殴るふりをする

・子どもの前で非難、
罵倒する
・特定の子どもだけを
かわいがる、または
仲間はずれにする

爆発期
爆発し暴力をふるう

パワー(力)とコントロール(支配)の車輪
出典：暴力男性の教育プログラム ドゥルース・モデル(誠信書房 2004.3)
エレン・ペンス,マイケル・ペイマー 著 堀田碧,寺澤恵美子 訳
ミネソタ州ドゥルース市のドメスティックバイオレンス介入プロジェクト作成より引用・加筆

