第 7 期大田区
男女共同参画推進プランの基本理念

誰もが認め合い、笑顔がつながるまち

おおた

ひとりで悩まず まずはご相談ください
DVの相談状況

大田区配偶者暴力相談支援センターを開設しました。

平成31年3月
人権に関する意識調査報告書から

無回答

DV（ドメスティック・バイオレンス）
とは、

6.6％

相談した

配偶者や恋人など親密な関係にあるか、
関係のあった人から振るわれる暴力のこと
です。暴力を受けながらも、「相談するほ

相談しようとは
思わなかった

どでは無い」
「自分にも悪いところがある」

51.3％

34.1％
相談したかった
が、しなかった

8％

「自分さえ我慢すればいい」
などと考えて、
ひとりで抱え込んでいる被害者がたくさん
います。

配偶者 暴力 の 相談体制

暴 力はどんな理 由・間 柄であっても、

相談

許される行為ではなく、犯罪となる行為を

被害 者

も含む重大な人権侵害です。

情報提供

区では、平成30年7月に大田区配偶者
暴力相談支援センターを開設し、
ＤＶ相談ダイヤルを設置しました。ひとりで悩まず、自

庁内関係機関

警

・学校 ・保育園
・児童館 ・保健所
・子ども家庭支援センター
ほか

分や子どもの安全を第一に考え、専門家に相談しましょう。

暴力の種類

早期
発見へ！

身体的 ⇒殴る、蹴る、髪の毛を引っ張る、物を投げつけるなど

110番
（被害申告、通報）
相談

相
談

自情
立報
支提
援供

察

連
携

情報提供・連携

精神的 ⇒怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する、威嚇する、交友関係の制限など

大田区配偶者暴力相談支援センター

経済的 ⇒生活費を渡さない、働かない、被害者の預金を勝手に使うなど

★人権・男女平等推進課 ＤＶ相談ダイヤル
★生活福祉課（大森、調布、蒲田、糀谷・羽田）

性的

⇒性行為の強要、わいせつな画像を無理やりみせる、避妊に協力しないなど

それぞれの事情にあった支援を行います。

大田区ＤＶ相談ダイヤル

☎６４２３－０５０２
午前９時～午後5時(土・日曜、祝日、年末年始を除く）

お住まいの地域の生活福祉課

午前8時30分～午後5時(土・日曜、祝日、年末年始を除く）

●大森

FAX 5764－0663
☎5843－1028 ■

●蒲田

FAX 5713－1113
☎6715－8800 ■

●調布

FAX 3726－6655
☎3726－0791 ■

●糀谷・羽田

FAX 3741－5188
☎3741－6521 ■

☎5467－2455 午前9時～ 午後9時(年末年始を除く）
東京都配偶者暴力 ●東京ウィメンズプラザ
※男性のための悩み相談 ☎3400－5313 月・水曜 午後5時～８時（祝日、年末年始を除く）
相談支援センター
●東京都女性相談センター ☎5261－3110 午前9時～ 午後8時(土・日曜、祝日、年末年始を除く）

緊急時・夜間・休日の場合
●警察
（事件発生時）

☎110

人権相談はこちらへ
相談内容
人権に
関すること

相談先

電話・ＦＡＸなど

☎０５７０－０７０－８１０
男女平等に 東京法務局「女性の人権ホットライン」
関すること 東京ウィメンズプラザ「男性のための悩み相談」 ☎３４００－５３１３
女性相談に
関すること 女性のためのたんぽぽ相談

☎３７６６－６５８１

セクシュアルハラスメント・
東京都労働相談情報センター
労働問題に関すること

☎０５７０－００－６１１０

大森地域福祉課
調布地域福祉課
高齢者のこと 蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
高齢福祉課

☎５７６４－０６５８
☎３７２６－６０３１
☎５７１３－１５０８
☎３７４１－６５２５
☎５７４４－１２５０

多文化共生推進センター
東京法務局「外国人のための人権相談所」
（英語、中国語、韓国語、
フィリピノ語、
ポルトガル語及びベトナム語、
ネパール語、
スペイン語、
インドネシア語及びタイ語）

障がい者
のこと

FAX ５７６４－０６５９
■

相談先
さぽーとぴあ
（障がい者総合サポートセンター）
●相談支援部門
●大田区障害者虐待防止センター
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
障害福祉課
東京都立中部総合精神保健福祉センター
人権・男女平等推進課

電話・ＦＡＸなど
☎５７28－9433
☎6303－8819
☎5764－0657
☎３７２６－２１８１
☎５７１３－１５０４
☎３７４３－４２８１
☎５７４４－１700
☎３３０２－７７１１

FAX 5728－9437
■
（共通）
FAX 5７６４－０６５９
■
FAX ３７２６－５０７０
■
FAX ５７１３－１５０９
■
FAX 6423－8838
■
FAX ５７４４－１５５５
■

FAX 5744－1556
☎5744－1148 ■

FAX ３７２６－５０７０
■

同和問題のこと

FAX ５７１３－１５０９
■

エイズのこと

東京都HIV／エイズ電話相談
（公社）
被害者支援都民センター
犯罪被害者
のこと
警視庁犯罪被害者ホットライン

☎３２９２－９０９０
☎５２８７－３３３６
☎３５９７－７８３０

東京法務局人権擁護部
インターネット 警視庁サイバー犯罪対策課
被害のこと
東京都人権プラザ
こたエール
（東京こどもネット・ケータイヘルプデスク）

☎０５７０－００３－１１０
☎５８０５－１７３１
☎6722－０124～５
☎０１２０－１－７８３０２
http://www.tokyohelpdesk.jp/

FAX 6423―8838
■
FAX ５７４４－１５２２
■

FAX ３４７４－５５９６
東京都
（月～金・午前９時～午後５時） ☎３４７４－５４４２ ■
品川児童相談所
（上記以外の時間帯） ☎１８９
（児童相談所全国共通ダイヤル）
東京法務局「子どもの人権110番」
☎０１２０－００７－１１０
東京都教育相談センター
子どものこと
いじめ相談ホットライン(24時間対応)
☎０１２０－５３－８２８８
FAX ３７６３－０１９９
子ども家庭支援センター
☎５７５３－７８３０ ■
FAX ５７４８－１３９０
教育センター教育相談
☎５７４８－１２０１ ■

外国人
のこと

相談内容

東京法務局人権擁護部（みんなの人権110番） ☎０５７０－００３－１１０
☎６７２２－０１２４～５
東京都人権プラザ

FAX 5710－6330
☎6424－8822 ■

☎0570－090911

EM メールアドレス
日 日程 ■
時 時間 ■
申 申込方法・申込先 ■
問 問合先 ■
■

ひとりで悩んでいる人 東京いのちの電話(24時間対応) ☎３２６４－４３４３
（日本司法支援センター）
法的トラブル 法テラス
で困った時
●法的トラブル解決のための情報
には
●犯罪被害者支援ダイヤル
性自認及び 東京都性自認及び性的指向に
性的指向に
関すること 関する専門電話相談

☎0570－078374
☎0570－079714
☎３８１２－３７２７

