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交際相手からの暴力についての意識・実態アンケート集計結果 

平成 26年 9月、12月実施 高校生全体集計 

 

問１ あなたの性別は次のうちどれですか。（○は１つ）             （N=1775） 

 

                                   無回答 11人（0.6％） 

問２ あなたの学年は・・・            （N=1775）    

 

 

 

 

問３ あなたは今までに「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」という言葉を、 

   知っていましたか？ （○は１つ）                     （N=1775） 

 

 

 

                                   無回答 13人（0.8％） 

 

問４ あなたは今までに「デートＤＶ」という言葉を知っていましたか？（○は１つ）  （N=1775） 

    

 

 

無回答 15人（0.8％） 

 

問５ あなたは、これまでに「デートＤＶ」について学んだことがありますか？（○は１つ）（N=1775） 

 

                                   無回答 17人（1.0％） 

 

問６ 暴力について、あなたの考えに合うものに ○ をしてください。（あてはまるすべての数字に○） 

                                         （N=1775） 

 

 

 

   １ 女性  885人（49.9％）     ２ 男性  879人（49.5％） 

  １ 「デートＤＶ」という言葉も、その内容も知っている         463人（26.1％） 

  ２ 「デートＤＶ」という言葉は聞いたことがあるが、内容はよく知らない 585人（33.0％） 

  ３ 「デートＤＶ」という言葉を聞いたことはなかった           712人（40.1％） 

 

高校１年生  600人（33.8％） 

高校２年生  549人（30.9％） 

高校３年生  626人（35.3％） 

  １ 「ＤＶ」という言葉も、その内容も知っている           1,442人（81.2％） 

  ２ 「ＤＶ」という言葉は聞いたことがあるが、内容はよく知らない    293人（16.5％） 

  ３ 「ＤＶ」という言葉を聞いたことはなかった              27人（ 1.5％） 

  １ 殴ったりけったりすることは、何があっても許されない。    1,179人（66.4％） 

２ 軽く叩く程度なら、特に問題はない。              640人（36.1％） 

３ 穏やかに説明してもわからなければ、どなってもかまわない。   201人（11.3％） 

４ 愛情があれば、暴力をふるってもかまわない。          121人（ 6.8％） 

５ 暴力をふるわれるのは、ふるわれる方にも原因があるからだ。   239人（13.5％） 

６ 暴力をふるっても、謝ればゆるすべきだ。             93人（ 5.2％） 

  １  ある   142人 （8.0％）          ２ ない   1,616人（91.0％） 

資料６－６ 
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問７ あなたは、今までに交際したことがありますか？（○は１つ）          （N=1775） 

 

                                   無回答 37人（2.1％） 

 

問８ あなたは、以下のような行為を、されたり、したり、あるいは自分のまわりで見聞きした 

ことがありますか？（それぞれ、あてはまるすべての数字に○をつけてください。）  （N=1775） 

交際相手からの行為 

見たり聞いたり

した 

ことがある 

したかも 

しれない 

されたかもし

れない 

Ａ：たたく、ける、物を投げる 214人（12..1％） 40人（2.3％） 47人（2.6％） 

Ｂ：バカにしたり、傷つく言葉を言う、大声でどなる 242人（13.6％） 61人（3.4％） 54人（3.0％） 

Ｃ：メールのチエックや友達づきあいを制限する 282人（15.9％） 19人（1.1％） 45人（2.5％） 

Ｄ：性的な行為を無理やりする 124人（7.0％） 10人（0.6％） 21人（1.2％） 

Ｅ：デートの費用やお金を無理やり出させる 101人（5.7％） 6人（0.3％） 8人（0.5％） 

Ｆ：その他（具体的に            ） 25人（1.4％） 5人（0.3％） 2人（0.1％） 

 その他の記載事項： 

   土下座させる、 傷つけあう、 つき落とす 

→  

＊上記で 

「見たり聞いたりしたことがある」の１にひとつでも○をつけた方 → 問 ９ 

「したかもしれない」 の２にひとつでも○をつけた方      → 問１０ 

「されたかもしれない」の３にひとつでも○をつけた方      → 問１１ 

○がひとつもない方は                    → 問１２ 

に進んでください。 

 

問９  上記 問８で「見たり聞いたりしたことがある」にひとつでも○をつけた方にお聞きします。 

                                      

（１） あなたは、そのことに対して、何かしてみましたか？（あてはまるすべての数字に○） （N=681） 

      

 

  その他記載事項： 

アドバイスした、 本当にあったのかわからない、テレビで見たので友達と話し合ってみた 

お互いの話を聞き仲直りさせた、 自分はしないようにしようと思った、 話を聞いただけ 

 

（２） 上記（１）で、「２ 相談するよう勧めた」に○をした方が回答してください。 

    それは誰ですか？（あてはまるすべての数字に○）                      （N=38） 

 

 

   １ はい  907人（51.1％）        ２ いいえ  831人（46.8％） 

 １ 本人と話し合った     53人（7.8％）   ２ 相談するよう勧めた  38人（5.6％） 

 ３ 特に何もしていない  310人（45.5％）     ４ その他             20人（2.9％） 

 １ 友達   24人（63.2％）   ２ 親   14人（36.8％）   ３ 先生 6人（15.8％） 

４ 相談機関 5人（13.2％）   ５ その他（ 交際している相手 ） 4人（10.5％） 
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問１０ 前記 問８で「したかもしれない」にひとつでも○をつけた方にお聞きします。 

 

（１） そのようなことをした理由として、あてはまるものに○をしてください。 

（あてはまるすべての数字に○）                       （N=122） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） あなたは、そのことに対して、何かしてみましたか？（あてはまるすべての数字に○） （N=74） 

     

 

 

その他記載事項：  謝罪した、 自分を責めた  

 

 

（３） 上記（２）で、「２ 相談した」に○をした方が回答してください。 

    それは誰ですか？（あてはまるすべての数字に○）                （N=8） 

 

 

 

 

問１１  前記 問８で「されたかもしれない」にひとつでも○をつけた方にお聞きします。 

 

（１） あなたは、そのことに対して、何かしてみましたか？（あてはまるすべての数字に○） （N=86） 

 

 

 

 

 

（２） 上記（１）で、「２ 相談した」に○をした方が回答してください。 

   それは誰ですか？（あてはまるすべての数字に○）                 （N=20） 

 

 

 

１ 相手にイヤだと言った 27人（28.1％）  ２ 相談した       20人（20.6％） 

３ 別れた         12人（12.5％）  ４ 特に何もしていない  55人（57.3％） 

５ その他（ 特記なし ） 5人（ 5.2％） 

１ 友達    16人（80.0％）  ２ 親    4人（20.0％）   ３ 先生 4人（20.0％） 

４ 相談機関   0人（ 0.0％）  ５ その他（  ）  1人（ 5.0％） 

１ 自分から行為をやめた 27人（22.1％）    ２ 相談した       7人（ 5.7％） 

３ 別れた         7人（ 5.7％）    ４ 特に何もしていない  37人（30.3％） 

５ その他（    ）   5人（ 4.1％） 

１ 友達   4人（50.0％）    ２ 親  1人（12.5％）       ３ 先生  1人（12.5％） 

４ 相談機関 0人（ 0.0％）    ５ その他（ 信頼できる人 ） 2人（25.0％） 

 １ 自分の言うことを聞かなかったから        9人（ 7.4％） 

 ２ やられたので、やりかえした          25人（20.5％） 

 ３ 責められたり、バカにされたから         17人（13.9％） 

４ いらいらしていたから             24人（19.7％） 

５ 好きだから当然と思った             9人（ 7.4％） 

６ 相手が去っていくのではと不安になったから    9人（ 7.4％） 

 ７ 自分でも理由がわからない            17人（13.9％） 

８ その他（ 冗談半分で、ふざけて     ）   17人（13.9％） 
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（３） 上記（１）で、「４ 特に何もしていない」に○をした方が回答してください。 

   それはなぜですか？（あてはまるすべての数字に○）               （N=55） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１２ 全員の方にお聞きします。 

以下の内容について、あなたの考えに合うものに ○ をしてください。 

（それぞれ、あてはまるすべての数字に○をつけてください。）          （N=1,775） 

 そう思う そう思わない わからない 

Ａ：暴力は決して許されない行為である 
1363人 

（76.8％） 

 144人

（ 8.1％） 

209人 

（11.8％） 

Ｂ：暴力を受けている人に責任は一切ない 
273人 

（15.4％） 

751人

（42.3％） 

627人 

（35.3％） 

Ｃ：誰もが暴力を受けずに生きていく権利を 

持っている 

1,308人 

（73.7％） 

134人

（ 7.6％） 

255人 

（14.4％） 

Ｄ：交際相手・恋人の間でも暴力が起こる 
639人 

（36.0％） 

475人

（26.8％） 

635人 

（35.8％） 

Ｅ：お互いの気持ちを認め合うことが大切である 
1565人 

（88.2％） 

36人 

（2.0％） 

95人 

（5.4％） 

Ｆ：自分の気持ちを伝え、相手の気持ちを聴く 

ことが大切である 

1586人 

（89.4％） 

32人 

（1.8％） 

74人 

（4.2％） 

 

 

１ 相談するほどのことでもないと思ったから          33人（60.0％） 

２ 相談しても無駄だと思ったから                11人（20.0％） 

３ どこ（誰）に相談したらよいかわからなかったから       3人（ 5.5％） 

４ 自分にも悪いところがあると思ったから            7人（12.7％） 

５ 別れたくなかったから                    3人（ 5.5％） 

６ 相手のことが好きだったから                11人（20.0％） 

７ 他人に知られるのが嫌だったから               2人（ 3.6％） 

８ 相談したことにより、もっとひどい暴力をうけると思ったから 0人（ 0.0％） 

９ 誰にも言うなと脅されたから                0人（ 0.0％） 

10 その他（ 部活だから、おふざけ  ）             7人（12.7％） 
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問１３ 交際相手からの暴力をなくしていくために、必要だと思うことなどを、ご自由にお聞かせください。 

【１年回答抜粋】 

〇 お互いの尊重 

・相手を思いやる気持ちを大切にする。 

・相手をしっかり理解すればいいと思う 

・お互いの気持ちをきちんと伝え合えばいいのでは？ 

・相手のことをお互いが理解し合うことが必要だと思います 

・お互いの長所も短所も認め合いながら交際することが必要だと思う 

・自分と他人との違いを認めたうえで、一緒にいることが大切だと思います 

・平等な関係を築くことが必要だと思う 

・相手のことも大事だけど、何よりも一番自分のことを大切にすべきだと思う。 

〇話し合い 

・きちんと言葉で伝えること 

・自分の考えていること、相手の考えていることをお互い言い合っていくべきだと思う 

・「言葉」という話し合う手段があるのだから、暴力でなく話し合いで解決すべきだと思う。 

・自分の気持ちを伝え、相手の気持ちを聞くことが大切である 

〇交際について 

・よく考えてから交際をすること 

・しっかり相手を見極める 

・軽い気持ちで交際するのではなく、相手のことをよく知ったうえで交際することが大切だと思う 

・暴力をふるうようなやつとはすぐに別れるべきだと思う 

・DVが治るものなのかわからない。DVする人には近づかないし、別れればいいと思う。 

〇相談が必要 

・一人で悩まず周りの人に相談すること 

・気軽に話を聞ける施設か、そういったコーナーをつくる 

・暴力あったら周りの親しい人に相談する。助けを求める。 

・暴力をされそうになったとき安心して相談できる場所はどこなのかをもっと人々に知らせること 

・友人に DVを受けている人がいたら助ける。周りの人が動かなければ、その二人で解決できる問題ではないから。 

・一度暴力を振るった人は何度も繰り返すと思う。だから、どんなに好きでも一人で抱え込まずに誰かに相談す

べき。２人で話し合っても解決しない。 

・相談したり、やめさせたりできるような信頼できる人を持つべき 

・警察に言っても軽く見られてしまうと聞いたことがあるので、もっと厳重に考えるべきだと思う 

〇 その他 

・暴力によっての愛なんか本当の愛ではないと思う。暴力で愛を育もうとしている人と付き合わないこと。 

・暴力を受けている側の人にも問題はあると思う 

・一人一人の意識を変える 

・強い心を持てばいい 

・皆が優しくなる 

・共依存の関係にならないことが必要だと思います 

・DVしないようにさせるには、子供のころにちゃんとした男女関係を学ばせる必要があり、DVが起きているとこ

ろへカウンセリングをしっかり入れる必要がある。 
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【２年回答抜粋】 

〇 お互いの尊重 

・相手の気持ちを認め合う 

・相手に自分がされて嫌なことをしてはいけないと思います 

・お互いを信頼する 

・お互いに理解しあうこと 

・お互いをよく理解してきちんと話し合いをすること すぐに手をださないこと 

・お互いにしっかり思っていることを素直に話せる関係を築く 

 

〇話し合い 

・自分の意見をはっきり言う 

・ケンカしたときに話し合いをちゃんとする 

・意見をしっかり伝えあうことが大切 

・話し合って解決する 

・きちんと話し合うことが大切だと思う 

・いかなる場合でも言い争いまでに留める必要がある 

 

〇交際について 

・交際を禁止すれば良いと思う。交際なんてしなければ良い。 

・交際相手を適切に選ぶ（暴力をふるうような人とは交際しない） 

・付き合う前に相手がどんな人かきちんと見極めること 

 

〇相談が必要 

・危ないと思ったらすぐに相談できるような大人・カウンセラーがもっと必要だと思う 

・一人で悩まないで相談する 

・気軽に相談できる場所を設ける 

 

〇 その他 

・暴力する人は今からじゃ絶対直ったりしない。そんな人は付き合ったり結婚すべきではないと思う 

・自分の中に暴力はいけないという知識がしっかりあり、もしものときには別れるという決断ができること。 

・自分の身は自分で守れるように心身ともに強くなる 

・暴力をふるったら相手が傷つくということを考えてから行動に移ったほうがいいと思います！ 

・色々な人がいるので暴力が絶対的に悪ではないと思うが、少なくとも嫌がっている人にするべきではない。 

・暴力するやつとは別れられないと思う。実際、女子は力的にムリ。本当に相手を想っている人もいると思う。 

・暴力するには何か原因があるのだから、そこを周りの大人が助けてやれ。助けてもムダなときは受ける側を守

るしかない。でもやる側も守れ。 
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【３年回答抜粋】 

〇 お互いの尊重 

・相手の気持ちを考えることが大切だと思う 

・お互いの気持ちをよく確かめ合うことが大切だと思う 

・平等に相手を尊重すること！ 

・自分の気持ちを伝え、相手の気持ちを聞き、互いの気持ちを認め合うことが必要だと思う 

 

〇話し合い 

・よく話し合いをする 

・しっかり言葉で解決していくべきだと思う 

 

〇交際について 

・交際しない、付き合わない 

・そういう人と付き合わない すぐに別れる 

・そんなことをする人とは縁を切るべき 

 

〇相談が必要 

・お互いの話し合いでもダメなことが多いからこういう問題が起きているから、相談コーナーなどをもっと設け

ると良いと思った 

・すぐに周りにいる人に相談する 

・いじめ相談と同じように相談しやすい場を設けること 

 

〇 その他 

・暴力なんてしない 

・もっと自分の行動に責任を持つべき 


