
千葉県

最近、家族みんなで笑いましたか？
お子さんの笑顔をみましたか？

「そういえば、最後に笑ったのはいつだろう…」
～どうか手にとってごらんください～

子どもの笑顔を守りたい子どもの笑顔を守りたいあなたへ
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1 ※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、パートナーから受ける暴力のことです。

（内閣府　男女間における暴力に関する調査報告書（平成30年3月公表）より）

パートナーとの間でこんなことはありませんか？
パートナーからなぐられる、けられるなどの暴力は『ＤＶ』※です。
また、たとえ直接手は出されていなくても、けなされる、バカにされる、
あなたの存在や思いがいつも否定される。
「なんだかつらい」「なにかおかしい」と感じたら‥‥
それはＤＶかもしれません。

　他にも
　○一緒にいると、緊張してしまう
　○命令されたり、無視されたりする
　○パートナーの機嫌をいつも気にしてしまう
　○束縛や嫉妬がひどい　　　など　　　　　思い当たることはありませんか？

女性の約３人に１人がＤＶ被害を経験しています

出かけると、「今どこにいるんだ」と
しょっちゅうスマートフォンに連絡がきました。
「浮気してるんじゃないか」
「相手とどんな話をしたんだ」などと疑われました。

不況で給料が減ったら、
「この甲斐性なし！」「役立たず！」
などと怒鳴られました。

避妊を嫌がられ、何度も妊娠。
「育てるお金がない」と中絶を強要されたのも
つらかった。

今どこにいるんだ

しっ と
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そんな方のために相談窓口があります。
　　　　　　　→詳しくは６ページへ

つらいことやおかしいと思うことが続くと
こんなことが起こりやすくなります。

面前ＤＶ（子どもがＤＶ場面を目の当たりにすること）は、児童虐待（心理的虐待）にあたると、
法律で定められています。 [児童虐待防止法]
もし、あなたが子どもの前でパートナーからのＤＶ被害にあっているとしたら、面前ＤＶ
であり、子どもへの児童虐待になってしまうおそれがあります。
児童虐待については、誰でも児童相談所または市町村に通告する義務があります。[児童
虐待防止法]
児童相談所や市町村では、児童虐待だけでなく子育ての相談にものっております。

「この状態は、もしかしたら…」と迷うこと、不安に思うことがあったら、お子さんとあなたの
未来のために、いつでもご連絡ください。

県の児童相談所 各地域の児童相談所は月～金9:00～17:00（年末年始、祝日除く）虐待相談受付
子ども家庭110番は24時間365日県下全域（千葉市を除く）の虐待相談受付

中央児童相談所
市川児童相談所
柏児童相談所

043-253-4101
047-370-5286
04-7134-4152

銚子児童相談所
東上総児童相談所
君津児童相談所

0479-24-3231
0475-27-5507
0439-55-3100

千葉市児童相談所（千葉市にお住まいの方）　043-279-8080
月～金9:00～16:30　虐待相談受付

虐待かもと思ったら１８９番へ お近くの児童相談所へ繋がります。※通話料無料

＊気持ちが安定しない
＊「私が悪いから」などと自分を責める
＊なんとなく具合が悪いことが続く
＊子どもにきつくあたってしまう　　　など

不安を抱えた子どもには、時に様々な症状や行動が
あらわれることがあります。
　　　　　　　→詳しくは次のページへ

「私さえ我慢すれば…」
「子どもは知らないはず…」と思っていませんか。
子どもは、大好きなお父さんとお母さんのことだからこそ、
家庭の中で起こっていることを、敏感に感じとります。

めん ぜん

いちはやく
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子どもは心を痛めています
お父さんとお母さんの間に起こっているつらいことの原因を、
子どもは子どもなりに一生懸命考えます。
「自分が悪い子だから」「ぼく（わたし）さえいなければ」などと、
誤解して考えてしまいがちです。

他にも、いろいろな症状や行動があらわれることがあります。

子どもの行動の変化には、ＤＶだけでなく、
さまざまな理由が考えられます。

また、面前ＤＶなどで長い間つらい日々が続くと、
子どもの成長にもいろいろ心配なことが出てくる
可能性があります。

例えば

○友だちとすぐケンカする

○寝ていてもすぐ目を覚ます

○できていたことができなくなる　など

○友だちや先生などと、しょっちゅう
　トラブルを起こす

○「どうせ自分なんか…」と投げやりになる

○元気がなくなる

○勉強に集中できなくなる　　など



児童家庭支援センター

電話相談窓口 子どもに関する様々な悩みをきいたり、相談に応じています。

市役所・町村役場 子どもや家庭に関する様々な相談に応じています。また、子育てを応援する
様々なサポートもあります。詳しくは、お住まいの市町村におたずねください。

★病院や市町村の保健センター（保健センターは小学校入学前まで）
　 …かかりつけの小児科、子どもを専門にみる病院などでは、子どもの発達で心配な時に相談にのってくれます。
★学校…子どもの学校での様子を把握しているので、家庭での様子と比べながら話を聞いてもらえます。
★児童相談所…子どもに関する様々な悩みについての相談ができます。

※年末年始及び祝祭日は、休みまたは変更になることがあります。詳しくは直接お問い合わせください。
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お子さんのことで気になることがあったら
子どものこと、子育ての悩み。
１人で抱え込むのは、とても大変なことです。
誰かと話すことで、気持ちがほんの少し楽になるかもしれません。

名　称 電　話 所 在 地 相 談 時 間

子ども未来サポートセンターほうゆう 043-215-2001 千葉市花見川区 月～土9:00～18:00

名　称 電　話 備　考

ママパパライン 043-204-9390 毎週（金）10:00～16:00

0120-415-446 学校生活に関すること、心や身体の
こと、その他進路や適性に関すること

千葉市教育センター

千葉県総合教育センター
特別支援教育部

千葉県子どもと親の
サポートセンター

043-255-3702

043-207-6025

043-255-3703
月～金9:00～17:00

月～金9:00～17:00

（千葉市にお住まいの方）

子ども家庭110番

子ども電話相談
（千葉市児童相談所）

043-252-1152
24時間365日

※20:00～8:30は虐待相談受付のみ

24時間

（千葉市以外にお住まいの方）

043-279-8080
月～金9:00～12:00

13:00～16:30
（千葉市にお住まいの方）

ふたば 043-285-5634
旭ヶ丘 043-214-8633

こうのだい 047-374-7716
ファミリーセンターヴィオラ 0438-53-3453
オリーブ 047-340-1151
子ども未来サポートセンターやちよ 047-409-5551
望みの門ピーターパンの家 0439-67-8816
子ども家庭支援センター「オレンジ」 0470-28-4288
子山こども家庭支援センター 0470-63-1919

千葉市稲毛区
千葉市若葉区

市川市
木更津市

松戸市

八千代市
富津市

南房総市
いすみ市

月～土9:00～18:00

年中無休24時間

月～土9:00～18:00
月～金9:00～19:00

火・土休み9:00～18:00

毎日9:00～18:00

月～金10:00～18:00

月～金9:00～17:00

月～金8:30～17:30

とうかいこども家庭しえんセンター 0479-85-7796 旭市 月～金10:00～18:00

k’orange 047-497-8860 鎌ケ谷市 月～金9:00～17:00

子里 043-310-6001 千葉市中央区 月～土9:00～17:00

⎛
⎝

⎞
⎠
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お子さんのために　そしてあなたのために
子どものこと、家庭のこと、自分のこと。
あなたが話しやすそうなところに、電話をかけてみませんか。
あなたのことを心配している人は必ずいます。

「何もできないくせに」「おまえはバカだ」
などと、毎日のように怒鳴られていました。
思い切って電話相談にかけたら、
「それはＤＶにあたります。
　これまでよく頑張ってこられましたね」と
言われました。
「自分が悪いからじゃなかったんだ」と
ホッとしました。

パートナーはすぐ怒鳴ったり、壁に物を投げつけたりしたけど、
「子どもには両親が必要」と我慢の日々でした。
でも、子どもがパートナーにおびえる様子が心配で、
相談窓口に電話をしたんです。
「お子さんのためにも、あなたがどうしていきたいか、
一緒に考えましょう」と言われました。
「１人じゃない。子どものためにも頑張ろう！」と思いました。

相談者の声から

ＤＶ被害者支援に関することについて、もっと知りたい方は
☞ http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html

（内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」）

誰かと話すことで、１人では思いつかないような考えが見つかるかもしれません。
大事なお子さんのため、そしてあなたとお子さんが毎日を安心して暮らしていくために、
つらいことを我慢しないで、ぜひ相談してください！



緊急の場合は110番
ケガをしたら119番

6

パートナーとの関係について相談ができるところ
千葉県には、全ての市町村にＤＶに関する窓口があります。
詳しくは、お住まいの市町村へ直接お問い合わせください。

（市町村一覧）https://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/dv/soudan.html

県や市の配偶者暴力相談支援センター

その他の相談窓口

県内には、下の１９か所の配偶者暴力相談支援センターがあります。配偶者暴力相談
支援センターや市町村の相談窓口では、緊急避難や自立した生活に向けた各種窓口
（就労、住居、生活保護等）の案内、助言などＤＶ被害を受けた方を支援しています。

名　称 電　話 相 談 時 間

習志野

千葉県女性サポートセンター
（女性のための相談）
千葉県男女共同
参画センター

女性相談
男性相談

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）

047-475-5966

043-206-8002

04-7140-8605
043-308-3421

月～金
9:00～17:00

市　川 047-377-1199
松　戸 047-361-6651
野　田 04-7124-6677
印　旛 043-483-0711
香　取 0478-52-9310
海　匝 0479-73-2321
山　武 0475-54-2388
長　生 0475-22-5565
夷　隅 0470-73-0801
安　房 0470-22-6377
君　津 0438-22-3411
市　原 0436-21-3511

千葉市 043-245-5110 月～金9:00～16:00

24時間365日

火～日9:30～16:00
火・水16:00～20:00

市川市 047-323-1777 月～金9:00～16:00・土9:00～12:30

野田市 04-7125-9119 月～金8:30～17:15
船橋市 047-431-8745 月～金・第2土9:00～16:00

名　称 電　話 相 談 時 間

千葉県警察本部 相談サポートコーナー
社会福祉法人千葉いのちの電話
よりそいホットライン

043-227-9110 月～金8:30～17:15
043-227-3900 24時間365日
0120-279-338 年中無休 全国から24時間対応

※千葉県女性サポートセンター（24時間365日）を除く各相談窓口については、年末年始及び祝祭日は、休み
　または変更になることがあります。詳しくは直接お問い合わせください。

千葉県市町村一覧　で検索千葉県市町村一覧　で検索
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友人からＤＶの相談をされたら

友人のＤＶに気付いたら…どうしたらいい？

あなたにＤＶの相談をした友人は、あなたを信頼して、
勇気を出して話しています。話を否定しないで聞き、
「暴力はどんな理由でもダメ。あなたは悪くないよ」と
伝えてください。
そして、専門の相談機関に相談するよう勧めてください。

また、友人のＤＶに気付いた時は、１人で判断しないで、
専門の相談窓口へ相談してください。

千葉県女性サポートセンター（電話相談）

043-206-8002　24時間365日

秘密は守られます

発行／千葉県健康福祉部児童家庭課
〒260-8667  千葉県千葉市中央区市場町1-1

その他の相談窓口については6ページへ
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