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ても無視して口をきかない／バカにしたり、命令するよ
うな口調でものを言う／大切にしている物を壊したり、
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捨てる／生活費を渡さない／「外で働くな」
と言ったり、
旭川市 3条通 9 17041

仕事を辞めさせる／「子どもに危害を加える」
と言って脅
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す／殴る素振りや、物を投げ付けるふりをして脅す
【性的暴力としてＤＶに当たり得る例】
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嫌がっているのに性的行為を強要する／中絶を強要
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する／避妊に協力しない／見たくないのにポルノビデ
オやポルノ雑誌を見せる

ドメスティック
バイオレンス
（DV）

ドメスティックバイオレンス（DV）とは
何ですか?

一般的に親密といわれる関係にある人（配偶者、内縁
の夫・妻、婚約者、恋人など）
から他方への暴力のことをい
います。
ＤＶによる被害者については、
ＤＶ防止法により保護
が図られています。
その対象とされているのは、配偶者や
内縁の夫・妻からの暴力ですが、離婚の後、
「 元の配偶
者」
から引き続いて暴力を受ける場合や、生活の本拠を
からの暴力も、
保護の対象となります。
ＤＶ防止法において
「配偶者からの暴力」
とは、ＤＶ加
害者である配偶者の以下の①又は②に該当する行動で
あると規定されており、殴る、
蹴るなどの身体的暴力に限

〒920-0937 金沢市丸の内736

「身体に対する暴力」
又は
「生命等に対する脅迫」
を受

定されるものではありません。詳しくはQ2をご覧くださ

けた被害者（被害後に離婚した場合や内縁関係、同居ま

い。

たは同居していた交際相手も含みます。
）
は、
その後も、加
害者からの身体に対する暴力により、
生命又は身体に重

和歌山市九番丁 15

①身体に対する暴力

九番丁MGビル6F

②これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

大な危害を受けるおそれが大きいときは、地方裁判所

なお、
男性や外国籍の方がＤＶ被害を受けた場合につ

に、加害者に対して保護命令を出してもらうよう申し立て

いても、
保護の対象となることがあります。

ることができます。

Q2

保護命令には、①被害者の身辺のつきまといや、住居
や勤務先等の付近を徘徊
（はいかい）
することを６か月間
禁止するもの
（接近禁止命令）
、②被害者の自宅から２か
月間退去させ、その付近を徘徊することを禁止するもの
（退去命令）
があります。
（中面に続く）

殴る、蹴る、凶器を突き付ける、物を投げ付けるなど、

■ 法テラスでは、IP電話を使用しています。
■おかけ間違いのないよう必ず
「050」からダイヤルしてください。

Q R コード

お近くの「法テラス」のほか、
コールセンターでもお問い合わせをお受けしています。
コールセンター
犯罪被害者支援
ダイヤル

平日 9:00〜21:00 土曜日 9 :00〜17: 00
な く こ と な い よ

0570-079714
一

般

金銭の貸し借りなど、様々な法的な困りごとについては、 ダイヤル

お な や み な し

0570-078374

※
「0570」
はナビダイヤルの番号です。固定電話であれば、
全国どこからでも 3 分 8.5 円
（税別）
で
通話することができます。
※ IP 電話からは、03-6745-5601（一般ダイヤルは 03-6745-5600）にお電話ください。
平成28年11月発行

暴言を吐かれたり無視されたりするなど
の精神的な暴力や、性的行為の強要など
の性的暴力も、DVに当たりますか?

犯罪被害者支援Q&Aシリーズ ②

身体に対する直接的な攻撃だけではなく、言葉による暴
力や性的暴力もＤＶに当たります。
【精神的暴力としてＤＶに当たり得る例】
大声で怒鳴る／「誰のお陰で生活できるんだ」
「かい
しょうなし」などと言う／実家や友人と付き合うことを制

法テラスは国が設立した公的な法人です。

限したり、電話や手紙を細かくチェックする／何を言っ
↘

Q3

共にする交際相手（同居または同居していた交際相手）

DV加害者である配偶者が近付かない
ようにすることや、家から出て行っても
らうことはできますか?

（表面からの続き）

Q4

暴力を避けるために友人宅に身を寄せ
ていますが、DV加害者である配偶者
が実家に押しかけ、私の居場所を聞き
出そうとしています。両親に危害が及
ばないか心配です。

このような場合、被害者は、被害者本人に対する接近
禁止命令の効力が生じてから6か月の間、親族等の身
辺のつきまといや、親族等の住居や勤務先等の付近を徘
徊することを禁止する
「親族等への接近禁止命令」を申
し立てることができます。
ここで「親族等」
とは、被害者の親族その他被害者と社
会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居し
ている未成年の子及び加害者と同居している者を除きま
す）
をいいます。
親族等への接近禁止命令は、
被害者本人に対する接近
禁止命令と同時に申し立てるか、既にその命令が出てい
ることが前提になり、
申立てには、
その親族の同意が必要
となります。

Q5

電話やファクシミリ、電子メールで脅か
されていますが、止めさせることはで
きますか?

被害者は、
本人に対する接近禁止命令の申立てと同時
又は命令がなされた後、その生命又は身体に危害が加
えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生
じた日から６か月の間、ＤＶ加害者である配偶者に対
し、以下のような行為の禁止を命じるよう申し立てるこ
とができます。
なお、接近禁止命令の申立てをせずに、電
話等の禁止命令だけを申し立てることはできません。

【禁止することができる行為】
面会の要求／無言電話／夜間
（午後１０時〜午前６時）

Q8

又は連続しての電話・ファクシミリ・電子メール
（緊急や
むを得ない場合を除く）
／行動を監視していると思わせ
るような事項や名誉を害する事項を告げることなど

Q6

恋人からの身体的・精神的・性的な暴力は、デートＤＶ

と呼ばれており、高校生や大学生等、若い男女の間でも起

配偶者からの暴力を直ちに避けるには
どうすればよいですか?

緊急を要する場合は、身の安全を確保することが大切
です。
１１０番通報するか、
最寄りの警察署や交番、
駐在所
に行って被害を訴えてください。警察では、被害者の意向
を尊重し、相談・防犯指導、被害者の保護、ＤＶ加害者で
ある配偶者の暴力の制止、加害者の指導・警告、検挙等、
必要な措置を採ります。
また、配偶者暴力相談支援センター等が運営している
一時保護施設
（シェルター）
の利用も検討してください。
利
用申込み等については、上記センターのほか、地方公共
団体の福祉担当窓口や警察で相談することができます。
一時保護施設を利用することができるのは２週間程度
です。
原則として、子どもも同じ施設に入所することができ
ます
（年齢制限がある場合があります。
）
。

Q7

付き合っている人が、携帯電話の着信
履歴やメールを見るなど、私の行動を
監視し、気に入らないと家から出られな
くします。

配偶者から殴られて骨折したのですが、
処罰を求めることはできますか?

配偶者から受けた行為であっても、暴行や傷害、
つきま
とい行為等、刑法やストーカー規制法に触れる場合は
処罰を求めることができます。
処罰を求める場合は、最寄りの警察署や交番等に被
害を申告し、ＤＶ加害者である配偶者を処罰してほしい
旨の意思を明確に伝えてください。

きています。

従来のＤＶ防止法では、
「結婚している
（していた）
」
「内

縁関係にある
（あった）」者からの暴力が対象となってお

り、
デートＤＶについては保護の対象となっていませんで

したが、平成25年の法改正
（平成26年1月3日施行）
に
より生活の本拠を共にする交際相手からの暴力もＤＶ防

止法の対象となりました。なお、生活の本拠を共にすると
認められるかの判断は同居期間の単純な長短のみで決

まるものではなく、
また、同居解消後に引き続き暴力を受

けている被害者も保護の対象となります。
このほか、その
加害行為の態様・程度によっては、刑法やストーカー規制
法等が適用されることがあります。
また、民事保全法に基

づく接近禁止の仮処分の申立てや、加害者の暴力により
肉体的・精神的被害を受けたことについて損害賠償請求

を行うことなどの対応も考えられます。

Q9

離婚調停や保護命令について弁護士に
依頼する費用がなくて困っています。

法テラスでは、一定の要件に該当する方については、
無料で法律相談を行ったり
（法律相談援助）
、弁護士費用
等の立替えを行う
（代理援助、書類作成援助）
民事法律扶
助業務を行っています。
弁護士費用等についてご心配な方は、最寄りの法テラ
スにご連絡いただき、ＤＶに関して相談したい旨を告げ
た上で法律相談援助をお申し込み下さい。
※このほかにも、ホームページ
http：//www.houterasu.or.jp/でよくある質問と答を紹介して
いますので、ご覧ください。

の犯罪被害者支援業務
相談窓口のご案内
法テラスでは、犯罪被害者支援を行っている機関・団体との連携の
もと、各地の相談窓口の情報（＊）
を収集し、
「その方が必要とされる
支援」を行っている窓口をご案内します。
（＊）
お住まいの近くの支援団体の支援内容、連絡先など

法制度のご紹介
被害にあわれた方やご家族の方などが、その被害に関する刑事手
続に適切に関与したり、お受けになった損害・苦痛の回復・軽減を
図るための法制度に関する情報（＊）
を提供します。
（＊）刑事手続の流れ、各種支援制度など

犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士のご紹介
法テラス地方事務所では、犯罪の被害にあわれた方やご家族の
方などが、弁護士による法律相談などの支援を必要とされる場合に
は、個々の状況に応じて、弁護士会からの推薦を受けた犯罪被害者
支援の経験や理解のある弁護士をご紹介しています。紹介は無料で
すが、弁護士費用等が必要となります。

弁護士を通じた援助制度のご利用
資力などについて一定の要件に該当される方は、弁護士費用等に
関し、以下の制度がご利用いただける場合があります。各制度はそ
れぞれ要件が異なりますので、詳しくは、お近くの法テラス、犯罪被
害者支援ダイヤル、又は、法テラスホームページでご確認ください。

弁護士費用等に関する援助制度
＊資力などの要件に該当される場合に、弁護士費用等の援助制度をご利用いただけます。

刑事裁判に参加する
「被害者参加人」のための国選弁護制度（刑事手続）
殺人、傷害、性犯罪、過失運転致死傷等の被害を受けた方やご家族の方
などで、
裁判所から
「刑事裁判への参加」
を許可された方
（被害者参加人）
を対象に、
参加に関する援助を行う弁護士（被害者参加弁護士）
の費用等を国が負担する制
度です。
法テラスでは、
被害者参加人の意見を聴いて、
国選被害者参加弁護士の候補を
指名し、
裁判所に通知する業務を行います。

民事法律扶助（民事手続）

民事裁判等手続に関する援
助として、
無料で法律相談を行
い、弁護士費用等の立替えを
行います。
例）損害賠償請求、損害賠償命令
の申立て、
保護命令
（ＤＶ）
の申
立てなど

日弁連委託援助（刑事手続・行政手続）
殺人、
傷害、
性犯罪、
ストーカー等の
被害を受けた方やご家族の方などを
対象に、刑事手続、
少年審判について
の手続及び行政手続に関する援助を
行います。
例）被害届の提出、告訴・告発、
事情聴取への同行、犯罪被
害者等給付金申請、マスコ
ミへの対応・折衝など

