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中学生向けデートＤＶ防止研修事業について 

1. 目的 

心身ともに成長期にある中学生に向けた研修を開催することにより、友人や恋人

との正しい人間関係を築いていくための知識やスキルを身につけてさせていくこと

で、若年齢化するＤＶ被害を防止することを目的とする。 

2. 事業の位置づけ 

  本事業は、「第４次大野城市男女共同参画基本計画1」に位置づけた事業である。 

  この計画における８つの基本目標の 1 つである「性に基づく暴力の根絶」の具体

的施策（デートＤＶに関する研修の実施）として実施するもの。 

3. 事業の内容 

◆ 対象者  市内中学校２年生及び教職員 

◆ 実施内容 教職員向け研修と生徒向け研修をそれぞれ実施 

① 教職員向け研修 

実施回数 毎年度、各校１回ずつ（全５校で計５回）実施 

時 間  １回 60 分～70 分（※各校の都合に合わせて実施） 

実施形式 プレゼンソフト等を用いた講義に加え、質疑応答を実施 

内 容  思春期における子どもたちの発達や人間関係、ＤＶなどが子ど

もたちに与える影響などを学ぶ。 

その他  教職員が、研修受講後の生徒たちに対してより望ましい対応が

できるように、生徒向け研修の実施前に実施 

 

 

  

                                                

1 「第４次大野城市男女共同参画基本計画」とは･･･ 

市がめざす男女共同参画のまちづくりの方向性を明らかにする総合的な計画であるとともに、

家庭・職場・地域において、市民・事業者・市民団体等がそれぞれの立場から自主的かつ積極的

な活動を行うための目標・指針となるもの。計画期間は、平成 30 年度～令和 4 年度（5 か年）。 
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② 生徒向け研修 

実施回数 毎年度、各校１回ずつ（全５校で計５回）実施（学年合同） 

時 間  １回 60 分程度 

実施形式 プレゼンソフト等を用いた講義に加え、簡単なロールプレイン

グ（隣の人との会話練習）などの参加・体験型の要素を取り入れ

た形式で実施 

内 容  思春期における体や心の変化や親しい人間関係づくりについて

考えながら、デートＤＶやその他の暴力についての知識やスキル

を身につけ、暴力によらない人間関係づくりを学ぶとともに、自

己肯定感を育む。 

 

◆ 講師 
専門的知識と実務経験を有する業者、ＮＰＯ法人等に委託。 

 

◆ 事業実施後の検証 
 教職員向け研修、生徒向け研修ともに、受講者に対して効果測定のためのアン

ケートを実施。結果を集計、分析のうえ、事業成果の検証を行う。併せて、課題

の整理と改善方法の検討を行う。 

4. 事業実績 

本事業は、平成 27 年度から実施しており、今年度で 5 年目となっている。 

【平成 30 年度実績】 

学校名 
教職員向け研修 生徒向け研修（2 年生） 

実施日 人数 実施日 人数 

大野中学校 8/20(月) 13:00～14:30 22 名 12/21(金) 10:20～11:20 154 名 

大野東中学校 8/3(金)  10:00～11:00 30 名 12/7(金) 14:45～15:35 191 名 

大利中学校 8/2(木)  9:00～10:00 27 名 12/18(火) 14:45～15:55 195 名 

平野中学校 8/20(月) 10:00～11:00 44 名 11/20(火) 15:00～16:00 352 名 

御陵中学校 8/1(水) 13:30～14:30 6 名 10/30(火) 14:45～15:35 88 名 

              （合計）      129 名       （合計）       980 名 
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【大野中学校】（左：教職員、右：生徒）     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【大野東中学校】（左：教職員、右：生徒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大利中学校】（左：教職員、右：生徒） 
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【平野中学校】（左：教職員、右：生徒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【御陵中学校】（左：教職員、右：生徒） 
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【平成 30 年度アンケート結果】 

① 教師アンケート結果の抜粋（5 校合計） 

 

◆ 生徒向け研修（2 学期）の内容について 

      ⇒ とてもよかった 13.9％ 、よかった 63.9％（計 77.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 研修後の生徒の反応や変化は？ 

      ⇒ あった 13.9％ 

 

 

◆ 教職員向け研修について 

      ⇒ とても役に立った 8.8％ 、役に立った 50.0％（計 58.8％） 

  

あった

13.9%

特にない

86.1%

無回答

0.0%

とても役

立った

8.8%

役立った

50.0%

どちらとも

いえない

41.2%

役に立たな

かった

0.0%

とてもよ

かった

13.9%
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63.9%

ふつう

19.4%
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0%
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② 生徒アンケート結果の抜粋（5 校合計） 

 

◆ デートＤＶのことを知っていましたか？ 

      ⇒ はい 15.2％ ＜ いいえ 84.6％ （無回答 0.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 研修の内容はどうでしたか？ 

  ⇒ わかりやすかった 75.7％ ＞ 難しかった 8.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 研修の内容は、あなたにとって役に立ちそうですか？ 

 ⇒ すぐに役に立ちそう 7.4％ 、いつかは役に立つ 65.9％ （計 73.3％） 
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5. 令和元年度の取り組みと課題 

デートＤＶ防止研修は、筑紫地区では本市のほか、那珂川市、筑紫野市の計３市

で実施しており、また福岡県による講師派遣事業や人権擁護委員による研修なども

行われるなど、社会的関心やニーズは高まってきていると考えている。 

今年度における大野城市の取り組み状況は、夏休み期間中に教職員向け研修を実

施し、生徒向け研修については、10 月から 12 月にかけて実施予定である。 

今年度の変更点としては、これまで市の単独事業として実施していたものを福岡

県の「デートＤＶ防止講師派遣事業」を活用することで、市の経費削減を図ること

としている。県の事業趣旨は本市の事業趣旨と一致しており、事業の実施内容や方

法はこれまでと変更は無いため、学校への負担増や事業効果への影響は生じないも

のと考えている。 

今後の課題としては、近年のＤＶ被害件数の増加から、研修を行う際には、受講

する中学生の家庭でもＤＶが起きている可能性があることを考慮し、必要な配慮を

行う必要がある。 

今年度の生徒向け研修に当たっては、現在、この点を念頭に置いて委託事業者（Ｎ

ＰＯ法人）や学校と協議しながら準備を進めているところである。 

大野城市総合教育会議において、今後の取り組みについて、ご意見やご助言を  

いただきたい。 



◆「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づき、また国の「第4次男女共同参画基本計画」及
び「第4次福岡県男女共同参画計画」を勘案して策定した、大野城市の男女共同参画計画です。

◆「大野城市男女共同参画条例」第10条に基づく基本計画です。
◆「第5次大野城市総合計画後期基本計画」と整合した計画です。

（リーディング・プロジェクトⅠ・テーマ4「人権・男女共同参画」及び分野別プラン①-5「男 【 国・社会では 】
女共同参画社会の実現」） ◆

◆市がめざす男女共同参画のまちづくりの方向性を明らかにする総合的な計画であるとともに、家
庭・職場・地域において、市民・事業者・市民団体等がそれぞれの立場から自主的かつ積極的な
活動を行うための目標・指針となるものです。 ◆

平成30年度からの5年間 （2018～2022年度） としています。 ◆

(１) 平成28年度に実施した市民意識調査や企業・事業所調査、その他各種調査結果を基礎資料と 【 大野城市では 】
◆

(２) 国や県が策定した関連計画や、市が策定した各種計画等を勘案し、整合や連携を考慮した上 を制定し、大野城まどかぴあ内の「男女平等推進センター（アスカーラ）」を拠点として、様々
で策定しています。 な取り組みを行ってきました。

(３) 市の関係課（所）による検討や、職員全体に募集した意見をもとに作成した計画案について、 ◆「大野城市女性計画」（平成5年）、「大野城市男女平等推進プラン（平成15年、後に「大野城市
パブリック・コメント等を通じて広く市民に意見を求め、その内容を取り入れながら策定しています。 男女共同参画基本計画」に改称）、「第3次大野城市男女共同参画基本計画」（平成25年）を策定

(４) 有識者や市民、関係団体の代表者等を委員とする「大野城市男女共同参画審議会」に諮問し、 し、男女共同参画施策を推進してきました。
(１)～(３)の内容や結果などについても審議しながら、最終的に受けた答申の内容をもとにして策
定しています。

計画の実行度・進み具合を測るために「指標」を設定し、計画策定時（平成28年度）の実
績値と、計画の最終年度にめざすべき目標値を示しています。

このことから、「第3次大野城市男女共同参画基本計画」の期間満了に伴い、これまでの成果や課題、
各種調査結果や国・県の動向などを勘案し、実効性のある「第4次大野城市男女共同参画基本計画」
を策定するものです。

 市民意識調査より

同感しない
あまり同感しない
ある程度同感する
同感する

男性の方が優遇されている

※　計画の全文を、市のホームページに掲載しています　・・・ 第４次大野城市　男女　計画 　で検索ください 男女とも平等だと思う
どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が優遇されている

※　その他の調査結果は、市のホームページに掲載しています　・・・大野城市　男女　意識調査 　で検索ください

0.4%

 このように、国や各自治体で男女共同参画の取り組みが数多く推進されてきた一方で、「旧来の
意識や慣習」「性に基づく人権侵害」が根強く残り、男女共同参画社会の実現を阻害しています。

問い（B)　社会通念、慣習、しきたりにおいて、男女の地位は平等になっていると思いますか

3.2% 2.7%

 否定派　＋6.3ﾎﾟｲﾝﾄ

 肯定派　－7.5ﾎﾟｲﾝﾄ

＞

＞
0.3%
0.2%

35.4%
47.9%
8.9%

　問い（A)の結果によれば、前回（平成23年）の調査時に比べて、「男は仕事、女は家庭」といった
考えに否定的な人が増えており、このような旧来からの「固定的性別役割分担意識」は、年々薄れ
てきていることがわかります。
　一方、問い（B)の結果からは、社会通念や慣習等でいまだに「男性が優遇されている」と考える人
の割合が高くなっており、実態として男女の地位は平等であるといいがたい現状がうかがえます。

前回（H23） 今回（H28）

問い（A)　「男は仕事、女は家庭」という考え方について

 大野城市では平成28年10月に、市民2,000人を対象とした「男女共同参画市民意識調査」を行いました。

1.8%

19.7%
56.0%
15.5%

男性回答 女性回答

29.7%
26.5%
34.8%

どちらかといえば男性の方が優遇されている
＜

大野城市 企画政策部 人権男女共同参画課

〒816－8510  大野城市曙町２丁目２番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電 話 092-580-1840　/　ＦＡＸ 092-573-5380

　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール jinken@city.onojo.fukuoka.jp

主な指標　（抜粋）

計画の期間

計画策定の方法

23.2%
26.7%
41.8%

　　8-2
国際的な男女共同参画の動向に関する研修会・講座への参加者
数

21人 50人

　　7-1
　　7-3

ＤＶ被害者相談窓口の市民の認知度（市民意識調査） 69.4％ 85.0％

　　6-4 防災会議における女性委員の登用率 20.0％ 30.0％

　　5-3 男女共同参画に関連したテーマの出前講座等の実施回数 5回 10回

　　4-1～
　　4-7

ワーク・ライフ・バランスがとれている（どちらかといえばとれてい
る）と感じている市民の割合（市民意識調査）

45.0％ 60.0％

　　3-1 審議会等における年度当初の女性委員登用率 38.5％ 42.0％

　　2-1～
　　2-4

「男は仕事、女は家庭」という考え方に否定的な市民の割合（市
民意識調査）

56.2％ 65.0％

　　1-1～
　　1-5

25.0％
社会全体で「男女の地位は平等である」と感じている市民の割合
（市民意識調査）

指　　　標
実績値
（28年度）

16.1％

関連する
実施計画

　～ 実感のある男女共同参画都市をめざして ～

しています。

参 考

計画策定の背景と趣旨

計画の性格と位置づけ

と打ち出されましたが、男女格差はいまだ解消に向かっているとはいいがたく、男女平等の実現
平成11年6月に「男女共同参画社会基本法」が施行されて以来、国による男女共同参画施策が次々

度は世界的にみても低い水準にとどまっています。

平成27年8月の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）の成立と

配偶者や恋人間の「ドメスティック・バイオレンス（DV）」相談件数の増加など、性に基づく暴力被

県内初の「男女共同参画都市宣言」（平成9年）以来、平成18年に「大野城市男女共同参画条例」

害が深刻化しています。

ともに、男女とも家事・育児に参加し、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を充実
させる「働き方改革」が注目を集めています。

指　標

目標値

増 加

減 少



(１) 男女共同参画意識の醸成

(２) 女性活躍の推進と、ワーク・ライフ・バランスの充実  １-１ 男女共同参画意識の普及啓発

市広報やホームページ等による情報発信の強化

　また、男女ともに自らの働き方や暮らし方を見直し、ワーク・ライフ・バランスを充実させるなどの「働き 男女共同参画の視点による広報物の作成

方改革」の動きも進められており、市でもこれらの取り組みを進めていきます。  ２-１ 地域女性リーダー養成のための講座などの実施

(３) 地域活動や防災・災害時の活動における男女共同参画の推進 地域における女性役員登用の啓発

男女共同参画活動団体への支援

 ３-１ 各審議会などへの女性登用の促進

　また、防災対策や災害時の支援活動に対する社会の関心が高まる中で、平成23年に出された国の 男女共同参画推進に向けた人材の把握・活用

「防災基本計画」にも、女性をはじめとする生活者の意見を反映することが盛り込まれています。

(４) 配偶者からの暴力などの性に基づく暴力の防止と被害者の保護  ４-１

介護・障がい福祉サービス事業の充実

ひとり親家庭の自立支援

女性の再就職や起業に関する支援

男性に対する啓発事業の実施

実感のある男女共同参画都市をめざして 両立支援のための企業・事業所への啓発

 ５-１

に豊かさや潤いを与え、市民の日常生活に満足感・幸福感・安心感といった「実感」を 小中学校における男女共同参画教育の充実

広めていくことが重要です。 出前講座の実施

男女共同参画関連の図書・教材の充実

「大野城市男女共同参画条例」に掲げる８つの基本理念を、基本目標として定めます。 国内の研修会への市民参加の支援

 ６-１ 母子保健施策の充実

 (１) 男女の人権の尊重  (２) 社会における制度や慣行についての配慮 ライフステージに応じた保健事業の推進

 (３) 政策や方針の立案と決定への参画  (４) 家庭生活と他の活動との両立 生涯にわたるメンタルヘルスケアの充実

 (５) 教育の場における男女共同参画の推進 (６) 健康で安全な生活を営む権利の尊重

 (７) 性に基づく暴力の根絶  (８)  国際社会との協調

 ８-１ 男女共同参画に関する国際的動向の発信

国際的動向に関する研修などの実施

★-１　

★-２　 基本計画の進捗状況の検証と公表

★-３　 市民意識調査の実施

★-４　 施策などに関する苦情の処理

計画において取り組むべき課題

「人権教育・啓発基本指針」に基づく取り組みの推進

市職員を対象とした研修の充実と、意識調査の実施

教育者・保育者を対象とした男女共同参画研修の実施

男女平等に基づく職務分担の実施

基　本　目　標

（条例に掲げる８つの基本理念）
実　施　計　画 （うち　　　　　　　は重点計画）

計画の体系と具体的施策

　地域課題の解決のために、地域における男女共同参画の取り組みは不可欠なものであり、全国的にも先

進のコミュニティ都市である大野城市では、男女共同参画の取り組みの成否が、将来のまちづくりを

大きく左右するといえます。

や周囲の理解や支え、特に「男性が家事や育児、介護等に積極的に参加し、男女で役割を分担してい

くこと」が重要です。

市職員に対する育児・介護休業制度の周知と取得の推進

仕事や社会活動と家庭の両立のための子育て支援事業の充実

事業所における男女共同参画の推進

 女性等に対する暴力の防止に関する啓発

 デートＤＶに関する研修の実施

男女共同参画の視点を取り入れた防災・災害支援体制の整備

 関係機関、民間団体の相談窓口の周知

 ＤＶ被害者の保護と支援

教育・啓発

相談窓口

被害者支援

 ７-２

 ７-１

 ７-３

 ５-３

 ５-４

 ５-５

 ６-２

 ６-４

 ６-３

 ５-２

 ３-３

 ４-２

 ４-３

 ４-４

庁内における男女共同参画推進体制の充実

 ８-２

 ７-４

 ７-５

 ７-６

 ７-７

 庁内関係部署の連携

 相談業務に従事する職員への研修の実施

 関係機関・民間団体との連携

支援体制

　総合目標　「実感のある男女共同参画都市をめざして」

　１．男女の人権の尊重

　４．家庭生活と他の活動との両立

　３．政策や方針の立案と決定への
　　　参画

　２．社会における制度や慣行につ
　　　いての配慮

 ２-２

 ２-３

 ２-４

 ３-２

 １-２

 １-３

 １-４

 １-５

 ４-５

 ４-６

 ４-７

　７．性に基づく暴力の根絶

　８．国際社会との協調

　★　男女共同参画推進体制

　男女共同参画の意義や、その実現によって得られる豊かさなどを広く市民に周知し、男女共同参画

　あらゆる分野で女性が男性と対等に活躍し、意思決定の場に参画できるようにするためには、家族

総 合 目 標

意識のさらなる醸成を図っていくことは、大変重要な課題であるといえます。

　　※ 基本目標（２）～（４）は、「女性活躍推進法」第６条第２項の規定に基づく市町村推進計画と位置づけています。
　　※ 基本目標（７）は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第２条の３第３項の規定に基づく
　　　市町村基本計画の性格を持つものです。

　５．教育の場における男女共同参
　　　画の推進

　６．健康で安全な生活を営む権利
　　　の尊重

基 本 目 標

人権侵害ですが、これらのような性に基づく暴力の被害件数は、年々増加しています。

　大野城市を今後よりよい都市に発展させていくために、男女共同参画を推進してまち

　ＤＶやセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、ストーカー行為などは、犯罪となる行為をも含む重大な



大野城市DVに関する相談の連携図

春日警察 

生活安全課 

☎580-0110 
（緊急は110番） 

市役所 

こども健康課 

こども家庭担当 

☎580-1964 

福岡児童相談所 

☎586-0023 

市役所 

人権男女共同参画課 

☎580-1840 

配偶者暴力相談 

支援センター 

☎584-0052 

各小・中学校 

DV(虐待) 

相 談 

連 携 



□気に入らないことがあるとたたかれたり、 

けられたり、物を投げつけられたりする。 

□他の友達と話したり、仲良くしたりすること 

を強く責められる。 

□ケータイなどをチェックされたり、他の人 

のアドレスを勝手に消されたりする。 

□いやがっているのにキスをされたり、体を 

さわられたり、写真をとられたりする。 

□お金やプレゼントを要求される。 

□相手のことを「こわい」と思うことがある。

あなたは付き合っているひとに 

こんなことされてない？ 

チェックしてみてね。 

チェックがひとつでもついたら、あなたは 

を受けているかもしれません 

チェックリスト 

大野城市役所 
人権男女共同参画課 

Ｈａｐｐｙなふたりでいるために 

キミは、ひとりじゃないよ・・・ 



ちくし女性ホットライン 

092-513-7335 

月・水～金 12：00～19：00土 10：00～17：00 

（祝日除く） 

まどかぴあ 男女平等推進センター総合相談 

092-586-4035 

月～金 第 2・第 4土 9：00～17：00 

（祝日・休館日除く） 

大野城市役所 人権男女共同参画課 

092-580-1840 

月～金 8：30～17：00（祝日除く） 

デートＤＶ110 番 

0120-51-4477 

火 18：00～21：00 土 14：00～18：00 

暴力はどんな理由があっても、絶対に認められ 
ないし、相手の自由をうばうことや支配するこ 
ともあってはいけないことだよ。 

ｚ 

「付き合っているひと」とのあいだで起こるDVのことを 

といいます。

Ｈａｐｐｙなふたりでいるために

知っておいてほしいこと。 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは？ 

夫婦など、親密な関係にある（あった）人からふるわれる 

暴力のことをいいます。 

たとえばこんなこと・・・ 

からだへの暴力  

たたく、ける、物を投げ 

つける、髪の毛を引っ張る、

など 

こころの暴力 

大声でどなる、バカに 

する、束縛する、おどす、 

無視する、など 

お金の暴力 

お金を払わせる、お金

を借りて返さない、 

プレゼントをねだる、 

など 

性的な暴力 

無理やりからだを

触る、性行為を強

要する、裸の写真

を撮る、など 

サイバー暴力 

無断でケータイをチェッ

クする、ネットへの書き込

み、写真を使っておどす、

など 

相談先 

春日警察署 生活安全課 

092-580-0110  緊急時 110 番 

自分のこと、相手のこと、どちらも大切に思える
対等な関係を作ろう。

もし、あなたや友達がデートDVを受けていた 
り、デートDVをしていたりしたら、相談でき 
るところがあることを知っておいてね。 
困ったときは、自分一人や友達同士で解決しよ 
うとせず、周りの信頼できる大人に相談してみ 
よう。 
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