
 

付録 使用した調査票（単純集計） 

総務省承認 № 26275 

承認期限：平成 18 年 1月 31 日まで 

 

 

秘 男女間における暴力に関する調査票 
 

 

 

◎この調査は、統計報告調整法（昭和２７年法律第１４８号）に基づき、総務大臣の承認を得て、

実施するものです。この調査票に記入された内容については、統計以外の目的に使ったり、他にも

らしたりすることはありませんので、ありのままを記入してください。 

 

 

 

    ご記入に際してのお願い 

 

１ 封筒のあて名の方ご本人がお答えください。ご家族の方などが、代わりにご記入なさ 

らないようにお願いします。 

２ 回答は、あてはまる番号を選び、その番号に○をつけてください。あてはまる回答が 

ない場合は、○をつけないままで結構です。 

３ 質問の進み方は矢印や質問の前後の「注意書き」にしたがってください。 

 

 

    調査票の回収について 

 

 ご記入いただいた調査票は、１２月中旬までに、当局が調査を委嘱
いしょく

した社団法人 新情

報センターの調査員が受け取りにまいりますので、回収用封筒に密封して、調査員にお渡

しくださるようお願い申し上げます。 

 なお、郵送による返送を希望される場合は、調査員から郵送用封筒を受け取り、２日以

内にご投函くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

                          調査主体：内閣府男女共同参画局 

 

                          〈お問い合わせ先〉 

                            社団法人 新情報センター 管理部 

                            電話：０３－３４７３－８８３３ 

                            担当：小 川、飯 田 
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※nに表示のないところは 2,888 人を基数とする。数字は％。 

問１ あなたは、「配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（配偶者暴力防止法）」を知って 

いますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。（○は１つ） 

（この法律は、配偶者からの暴力に関する相談などの体制を整備することにより、配偶者からの暴力 

を防止し、被害者の保護を図
はか

るものです。） 

 

 (13.3) 法律があることも、その内容も知っている     

 (66.2) 法律があることは知っているが、内容はよく知らない 

 (19.3) 法律があることも、その内容も知らなかった 

 ( 1.2) 無回答 

 

問２ あなたは、配偶者からの暴力について相談できる窓口を知っていますか。あてはまる番号１つに○を 

つけてください。（○は１つ） 

 

 (29.8) 知っている                     

 (68.7) 知らない 

( 1.5) 無回答 

 

次に、夫婦のあり方についての、あなたご自身のお考えをお聞きします。 

「夫婦」には、婚姻
こんいん

届を出していない事実婚や別居中の夫婦も含みます。以下、同様。 

問３ あなたは、次のようなことが夫婦の間で行
おこな

われた場合、それを暴力だと思いますか。ＡからＫのそれ 

ぞれについて、１から３のうちあなたの考えに近い番号に○をつけてください。（○はそれぞれ１つずつ） 

 

どんな場
合でも暴
力にあた
ると思う

暴力にあ
たる場合
も、そうで
ない場合
もあると
思う 

暴力にあ
たるとは
思わない 

無回答

Ａ 平手で打つ (56.9) (37.0) ( 2.6) (3.6) 

Ｂ 足でける (79.2) (15.6) ( 1.5) (3.7) 

Ｃ 身体を傷つける可能性のある物でなぐる (92.1) ( 2.8) ( 1.4) (3.7) 

Ｄ なぐるふりをして、おどす (49.0) (38.6) ( 7.9) (4.5) 

Ｅ 刃物などを突きつけて、おどす (91.2) ( 3.6) ( 1.5) (3.6) 

Ｆ いやがっているのに性的な行為を強要
きょうよう

する (69.1) (23.1) ( 3.6) (4.2) 

Ｇ 見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を 
見せる 

(51.8) (32.4) (10.8) (5.0) 

Ｈ 何を言っても長期間無視し続ける (41.2) (39.1) (15.1) (4.6) 

Ｉ 交友関係や電話を細かく監視
かん し

する (37.6) (41.2) (16.2) (5.0) 

Ｊ 「誰のおかげで生活できるんだ」とか、「かいし 
ょうなし」と言う 

(45.6) (37.6) (12.5) (4.4) 

Ｋ 大声でどなる (37.2) (47.2) (11.8) (3.8) 
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【すべての方にお聞きします。】 

問４ あなたは、現在、結婚していますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。（○は１つ） 

なお、ここでの「結婚」には、婚姻
こんいん

届を出していない事実婚や別居中の夫婦も含みます。 

 

 (16.4) 未婚（結婚したことはない）      ６ページの問 14 へお進みください 

 (72.5) 既婚（現在、夫又は妻がいる） 

 ( 3.9) 離別（結婚していたが、離婚した） 

 ( 4.2) 死別（結婚していたが、死別した）                (3.0) 無回答 

 

【これまでに結婚したことのある方にお聞きします。】 

問５ あなたはこれまでに、あなたの配偶者
はいぐうしゃ

から次のようなことをされたことがありますか。ここでの「配 

偶者」には、婚姻届を出していない事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含みます。以下、同様。 

ＡからＣのそれぞれについて、あてはまる番号に○をつけてください。（○はそれぞれ１つずつ） 

 

１、２度
あった 

何度も
あった 

まった
くない

無回答

Ａ なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたり 
するなどの身体に対する暴行を受けた 

(17.1) ( 3.8) (77.7) ( 1.4)

(n＝2,328) 

Ｂ 人格
じんかく

を否定するような暴言
ぼうげん

や交友関係を細かく監視
かん し

するなど 

の精神的な嫌がらせを受けた、あるいは、あなたもしくはあ 

なたの家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を感じる 

ような脅迫
きょうはく

を受けた 

( 8.8) ( 3.7) (85.4) ( 2.1)

Ｃ いやがっているのに性的な行為を強要
きょうよう

された ( 7.0) ( 2.9) (87.8) ( 2.3)

 

【問６～問 13 は、問５でＡからＣのうち１つでも、「1 １、２度あった」「2 何度もあった」と回答した方

にお聞きします。 

ＡからＣのすべてが「3 まったくない」という方は６ページの問 14 にお進みください。】 

問６ では、この 1年とこの５年には、どうでしたか。ＡからＣのそれぞれについて、あてはまる番号すべ 

てに○をつけてください。（○はいくつでも） 

 
この１
年にあ
った 

この２
～５年
にあっ
た 

５年以
内には
なかっ
た 

無回答回答計

Ａ なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたり 
するなどの身体に対する暴行を受けた 

(11.2) (17.4) (68.8) (3.1) (128.6)

Ｂ 人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなど 
の精神的な嫌がらせを受けた、あるいは、あなたもしくはあ 
なたの家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を感じる 
ような脅迫を受けた 

(10.4) (15.3) (72.2) (2.6) (125.7)

Ｃ いやがっているのに性的な行為を強要された ( 4.9) ( 9.4) (82.7) (3.3) (114.3)

(n＝608) 

 

次ページの問７へお進みください 
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【問６でＡからＣのうち１つでも、「1 この１年にあった」「2 この２～５年にあった」と回答した方にお

聞きします。 

ＡからＣのすべてが、「3 ５年以内にはなかった」という方は次ページの問９にお進みください。】 

問７ あなたはこの５年の間に、あなたの配偶者
はいぐうしゃ

から受けたそのような行為について、だれかに打ち明けた 

り、相談したりしましたか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。（○はいくつでも） 

 
(n＝269) 

 ( 0.7) 配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所その他の施設）に相談した 

 ( 2.6) 警察に連絡・相談した 

 ( 0.7) 法務局・地方法務局、人権擁護
よう ご

委員に相談した 

 ( 0.4) 男女共同参画
さんかく

センター／女性センター(ただし、配偶者暴力相談支援センターの機能を果 

たす施設を除く）に相談した 

 ( 0.4) 上記（１～４）以外の公的な機関に相談した 

 ( 1.9) 民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、カウンセラー・カウンセリング機関、民間 

シェルターなど）に相談した 

 ( 2.6) 医療関係者（医師、看護師など）に相談した 

 (   -) 学校関係者（教員、養護
よう ご

教員、スクールカウンセラーなど）に相談した 

 (22.3) 家族や親戚
しんせき

に相談した 

 (23.4) 友人・知人に相談した 

 ( 1.5) その他（具体的に              ）           (3.3) 無回答 

 (59.5) どこ（だれ）にも相談しなかった             

 

次ページの問９へ

 

【問７で「12 どこ（だれ）にも相談しなかった」と答えた方にお聞きします。】 

問８ どこ（だれ）にも相談しなかったのは、なぜですか。あてはまる番号すべてに○をつ

（

 

 ( 6.3) どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから 

 (17.5) 恥ずかしくてだれにも言えなかったから 

 (18.8) 相談してもむだだと思ったから 

 ( 3.1) 相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受けると

 (   -) 加害者に「誰にも言うな」とおどされたから 

 ( 3.1) 相談相手の言動
げんどう

によって不快
ふか い

な思いをさせられると思ったから 

 (23.1) 自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思ったから 

 (10.6) 世間体が悪いから 

 ( 6.9) 他人を巻き込みたくなかったから 

 ( 3.1) 他人に知られると、これまで通りのつき合
あ

い（仕事や学校などの人間関係）

なると思ったから 

 ( 5.6) そのことについて思い出したくなかったから 

 (41.9) 自分にも悪いところがあると思ったから 

 (13.8) 相手の行為は愛情の表現だと思ったから 

 (56.9) 相談するほどのことではないと思ったから 

( 5.6) その他（具体的に                     ） 

( 1.9) 無回答 

 

(n＝160) 

(
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お進みください 

けてください。 

○はいくつでも） 

思ったから 

ができなく 

(回答計 119.3)
回答計 218.1)



 

【配偶者から、問５のＡからＣの行為を受けたことがある方すべてにお聞きします。】 

問９ あなたが、あなたの配偶者からそのような行為
こう い

を最初に受けたのは、いつですか。あてはまる番号１ 

つに○をつけてください。（○は１つ） 

 (n＝608) 

( 7.1) 交際中           (1.8) 出産直後           

( 3.3) 婚約してから        (9.2) 育児中 

(57.1) 結婚（同居）してから    (2.3) 離婚前後 

( 2.5) 妊娠
にんしん

中           (5.4) その他（具体的に    ）   (11.3) 無回答 

 

問 10 あなたは、あなたの配偶者からそのような行為を最初に受けたころ、どうしましたか。あてはまる 

番号１つに○をつけてください。（○は１つ） 

 

( 3.8) 相手と別れた         問 12 へお進みください       (14.5) 無回答 

(36.7) 別れたい（別れよう）と思ったが、別れなかった 

(45.1) 別れたい（別れよう）とは思わなかった       問 12 へお進みください 

 

【問 10 で「2 別れたい（別れよう）と思ったが、別れなかった」と回答した方にお聞きします。】 

問 11 あなたが、相手と別れなかった最も大きな理由は何ですか。あてはまる番号１つに○をつけてくださ 

い。（○は１つ） 

 

( 4.0) 相手の反応が怖
こわ

かったから                       

(24.2) 経済的な不安があったから 

(11.7) 世間体
せけんてい

を気にしたから 

( 7.2) 相手には自分が必要だと思ったから 

(16.1) これ以上は繰り返されないと思ったから 

( 4.9) 周囲の人から、別れることに反対されたから 

( 8.5) 相手が別れることに同意
どう い

しなかったから 

(21.1) その他（具体的に               ）         (2.2) 無回答 

 

【配偶者から、問５のＡからＣの行為を受けたことがある方すべてにお聞きします。】 

問 12 あなたにはお子さんがいますか。いる場合、あなたのお子さんは、あなたが配偶者からそのような行 

為を受けたことを知っていましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

あなたのお子さんが 18 歳未満の場合は現在について、すでにお子さんが 18 歳以上の場合は 18 歳にな

るまでの頃についてお答えください。（○は１つ） 

 

 ( 7.7) 子どもはいない      次ページの問 14 へお進みください 

 (19.6) 子どもは目撃
もくげき

していた 

 (12.5) 子どもは目撃していないが、音や声、様子から知っていた 

 (37.8) 子どもは知らなかった 

 ( 0.8) その他（具体的に         ）      次ページの問 14 へお進みください 

 ( 6.3) わからない                           (15.3) 無回答 

 

【問 12 で「2」～「3」と答えた方にお聞きします。】 

問 13 あなたは、このことがお子さんの心身
しんしん

に影響を与えたと思いますか。あてはまる番号１つに○をつけ 

てください。（○は１つ） 

 

 (67.2) 影響を与えたと思う 

 (13.3) 影響は与えなかったと思う 

(19.5) わからない 

(   -) 無回答 

(n＝608) 

(n＝195) 

(n＝608) 

(n＝223) 
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【すべての方にお聞きします。】 

問 14 あなたの 10 歳代から 20 歳代の経験についてお聞きします。結婚している方、結婚したことのある方 

については、結婚前についてお答えください。 

あなたには、その当時、交際
こうさい

相手がいましたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。結婚し 

ている方、結婚したことのある方については、後に配偶者となった相手以外についてお答えください。 

（○は１つ） 

 

(53.7)               (43.8)                     (2.5) 

交際相手がいた（いる）        交際相手はいなかった        無回答 

８ページの問 20 へお進みください 

 

【問 14 で「1 交際相手がいた（いる）」と答えた方にお聞きします。】 

問 15 あなたは、10 歳代、20 歳代に、交際相手から次のようなことをされたことがありますか。ＡからＣ 

のそれぞれについて、あてはまる番号にすべて○をつけてください。（○はいくつでも） 

 

10 歳代
にあっ
た 

20 歳代
にあっ
た 

10歳代、
20 歳代
のいず
れにも
なかっ
た 

無回答 回答計

Ａ なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばし 
たりするなどの身体に対する暴行を受けた 

(2.6) (4.1) (92.6) (1.2) (100.6)

Ｂ 人格
じんかく

を否定するような暴言
ぼうげん

や交友関係を細かく監視
かん し

する 

などの精神的な嫌がらせを受けた、あるいは、あなたも 

しくはあなたの家族に危害が加えられるのではないかと 

恐怖を感じるような脅迫
きょうはく

を受けた 

(2.1) (3.8) (93.0) (1.6) (100.5)

Ｃ いやがっているのに性的な行為を強要された (1.4) (2.8) (94.1) (1.9) (100.1)

 

【問 15でＡからＣのうち１つでも、「1 10 歳代にあった」「2 20 歳代にあった」と答えた方にお聞きします。 

ＡからＣのすべてが、「3 まったくない」という方は８ページの問 20 にお進みください。】 

問 16 あなたは、交際相手からそのような行為を受けたとき、どうしましたか。あてはまる番号１つに○を 

つけてください。（○は１つ） 

 

(49.7) 相手と別れた      次ページの問 18 にお進みください     (2.0) 無回答 

(28.1) 別れたい（別れよう）と思ったが、別れなかった 

(20.3) 別れたい（別れよう）とは思わなかった      次ページの問 18 にお進みください 

 

(n＝153) 

(n＝1,550) 

【問 16 で「2 別れたい（別れよう）と思ったが、別れなかった」と回答した方にお聞きします。】 

問 17 あなたが、相手と別れなかった最も大きな理由は何ですか。あてはまる番号１つに○をつけてくださ 

い。（○は１つ） 
(n＝43)  

( 9.3) 相手の反応が怖
こわ

かったから 

( 7.0) 経済的な不安があったから 

(   -) 世間体
せけんてい

を気にしたから 

(16.3) 相手には自分が必要だと思ったから 

(16.3) これ以上は繰り返されないと思ったから 

( 2.3) 周囲の人から、別れることに反対されたから 

(32.6) 相手が別れることに同意
どう い

しなかったから 

(14.0) その他（具体的に              ）         (2.3) 無回答 
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【交際相手から、問15のＡからＣの行為を受けたことがある方すべてにお聞きします。】 

問 18 あなたは、10 歳代、20 歳代に交際相手から受けたそのような行為について、だれかに打ち明けたり、 

相談したりしましたか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。（○はいくつでも） 

 (n＝153) 

 (   -) 配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所その他の施設）に相談した 

 ( 2.0) 警察に連絡・相談した 

 (   -) 法務局・地方法務局、人権擁護
よう ご

委員に相談した 

 (   -) 男女共同参画
さんかく

センター／女性センター（ただし、配偶者暴力相談支援センターの機能を果 

たす施設を除く）に相談した 

 (   -) 上記（１～４）以外の公的な機関に相談した 

 ( 1.3) 民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、カウンセラー・カウンセリング機関、民間 

シェルターなど）に相談した 

 ( 2.6) 医療関係者（医師、看護師など）に相談した 

 ( 0.7) 学校関係者（教員、養護教員、スクールカウンセラーなど）に相談した 

 (10.5) 家族や親戚
しんせき

に相談した 

 (45.1) 友人・知人に相談した 

 ( 0.7) その他（具体的に                     ） 

 (47.1) どこ（だれ）にも相談しなかった 

( 3.3) 無回答                     次ページの問 20 に

  

【問 18 で「12 どこ（だれ）にも相談しなかった」と答えた方にお聞きします。】 

問 19 どこ（だれ）にも相談しなかったのは、なぜですか。あてはまる番号すべてに○

（

 

 (11.1) どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから 

 ( 8.3) 恥ずかしくてだれにも言えなかったから 

 (16.7) 相談してもむだだと思ったから 

 ( 2.8) 相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受け

 (   -) 加害者に「誰にも言うな」とおどされたから 

 ( 2.8) 相談相手の言動
げんどう

によって不快
ふか い

な思いをさせられると思ったから 

 (19.4) 自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思ったから 

 ( 4.2) 世間体が悪いから 

 (11.1) 他人を巻き込みたくなかったから 

 ( 2.8) 他人に知られると、これまで通りのつき合い（仕事や学校などの人間関

なると思ったから 

 (12.5) そのことについて思い出したくなかったから 

 (34.7) 自分にも悪いところがあると思ったから 

 (18.1) 相手の行為は愛情の表現だと思ったから 

 (45.8) 相談するほどのことではないと思ったから 

( 5.6) その他（具体的に                     ） 

( 2.8) 無回答 

  

(n＝72) 
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お進みください 

をつけてください。 

○はいくつでも） 

ると思ったから 

係）ができなく 

(回答計 113.1)
(回答計 198.6)



 

女性の方は次の問 20 にお進みください。男性の方は 10 ページの問 26 にお進みください。 

 

【女性の方にお聞きします。】 

子どもの頃も含めて、これまでの経験についてお聞きします。 

問 20 あなたはこれまでに、異性から、無理やりに性交されたことがありますか。あてはまる番号１つに○ 

をつけてください。（○は１つ） 

 (n＝1,578) 

(4.0)               (3.2)             (90.1)           (2.7)  

１回あった     ２回以上あった     まったくない      無回答 

10 ページの問 26 へお進みください 

 

【問 20 で「1 １回あった」「2 ２回以上あった」と答えた方にお聞きします。】 

その出来事についてお聞きします。２回以上あった方については、あなたがより深く傷ついた経験の１つに

ついてお答えください。 

問 21 その出来事があったとき、あなたは加害者と面識
めんしき

がありましたか。あてはまる番号１つに○をつけて 

ください。（○は１つ） 

 

 ( 9.6) まったく知らない人       問 23 へお進みください 

 (19.3) 顔見知り程度の人 

 (66.7) よく知っている人                         (4.4) 無回答 

(n＝114) 

 

【問 21 で「2 顔見知り程度の人」「3 よく知っている人」と回答した方にお聞きします。】 

問 22 加害者はあなたとどのような関係でしたか。あてはまる番号１つに○をつけてください。（○は１つ） 

(n＝98)  

 (27.6) 配偶者（事実婚や別居中を含む）・元配偶者（事実婚を解消
かいしょう

した者を含む） 

 ( 5.1) 親（養親・継親も含む） 

 ( 6.1) きょうだい（義理のきょうだいも含む） 

 ( 7.1) 上記以外の親戚
しんせき

（具体的に                 ） 

 (10.2) 職場・アルバイトの関係者（上司、同僚
どうりょう

、部下、取引先の相手など） 

 ( 8.2) 通っていた(いる)学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など) 

 ( 1.0) 地域活動や習い事の関係者（指導者、先輩、仲間など） 

 ( 2.0) 生活していた（いる）施設の関係者（職員、先輩、仲間など） 

 (29.6) その他（具体的に                 ）      (3.1) 無回答 

 

問 23 その被害にあったのはいつですか。あてはまる番号１つに○をつけてください。（○は１つ） 

 

 ( 5.3) 小学校入学前 

 ( 8.8) 小学生のとき 

 ( 5.3) 中学生のとき 

 (23.7) 中学卒業から 19 歳まで 

 (36.8) 20 歳代 

 (13.2) 30 歳代 

 ( 0.9) 40 歳代 

 ( 3.5) 50 歳以上                            (2.6) 無回答 

(n＝114) 
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問 24 あなたはその被害について、だれかに打ち明けたり、相談したりしましたか。あてはまる番号すべて 

に○をつけてください。（○はいくつでも） 

(n＝114)  

 ( 5.3) 警察に連絡・相談した 

 (   -) 警察以外の公的な機関に相談した 

 (   -) 民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、カウンセラー・カウンセリング機関、民間 

シェルターなど）に相談した 

 ( 1.8) 医療関係者（医師、看護師など）に相談した 

 ( 2.6) 学校関係者（教員、養護
よう ご

教員、スクールカウンセラーなど）に相談した 

( 8.8) 家族や親戚
しんせき

に相談した 

 (24.6) 友人・知人に相談した 

 (   -) その他（具体的に                     ） 

 (64.0) どこ（だれ）にも相談しなかった 

 ( 0.9) 無回答 

 

【問 24 で「9 どこ（だれ）にも相談しなかった」と答えた方にお聞きします。】 

問 25 どこ（だれ）にも相談しなかったのは、なぜですか。あてはまる番号すべてに○を

（

 

 (16.4) どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから 

 (39.7) 恥ずかしくてだれにも言えなかったから 

 (12.3) 相談してもむだだと思ったから 

 (12.3) 相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受ける

 ( 5.5) 加害者に「誰にも言うな」とおどされたから 

 ( 2.7) 相談相手の言動
げんどう

によって不快
ふか い

な思いをさせられすると思ったから 

 (30.1) 自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思ったから 

 ( 6.8) 世間体が悪いから 

 ( 1.4) 他人を巻き込みたくなかったから 

 ( 6.8) 他人に知られると、これまで通りのつき合い（仕事や学校などの人間関係

なると思ったから 

 (32.9) そのことについて思い出したくなかったから 

 (19.2) 自分にも悪いところがあると思ったから 

 ( 9.6) 相手の行為は愛情の表現だと思ったから 

 (21.9) 相談するほどのことではないと思ったから 

( 5.5) その他（具体的に                     ） 

( 1.4) 無回答 

(n＝73) 
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つけてください。 

○はいくつでも） 

と思ったから 

）ができなく 

(回答計 107.9)
(回答計 224.7)



 

【すべての方にお聞きします。】 

問 26 男女間における暴力を防止
ぼう し

するためには、どのようなことが必要だと考えますか。あてはまる番号す 

べてに○をつけてください。（○はいくつでも） 

 

(70.0) 家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う 

(59.6) 学校または大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う 

(25.5) 地域で、暴力を防止するための研修会、イベントなどを行う 

(43.4) メディアを活用して、広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動を積極的に行う 

(49.7) 暴力を振るったことのある者に対し、二度と繰り返さないための教育を行う 

(58.7) 加害者への罰則
ばっそく

を強化する 

(53.7) 暴力を助長
じょちょう

するおそれのある情報（雑誌、コンピューターソフトなど）を取り締まる 

( 4.5) その他（具体的に                     ） 

( 3.3) 特にない                 (3.7) 無回答 

 

最後にあなたご自身のことについて、お聞きします。 

Ｆ１ あなたの性別。（○は１つ） 

 

 (54.6) 男                 (45.4) 女 

 

Ｆ２ あなたの年齢はおいくつですか。 

 

     (11.1)  (17.9)  (18.3)  (21.2)  (31.4) 

     20 代     30 代     40 代     50 代     60 歳以上 

 

Ｆ３ あなたの職業は次のどれにあたりますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。（○は１つ） 

 

 (35.1) 勤め人（常勤） ( 1.7) 学生 

 (15.9) 勤め人（非常勤･パートタイム・アルバイトなど） (31.5) 無職 

 (13.4) 自営業（事業の経営者・家業の手伝い・内職など） ( 1.4) 無回答 

 ( 1.0) その他の仕事（具体的に           ） 

 

Ｆ４ あなたが最後に卒業した学校は次のどれですか。あてはまる番号１つに○をつけてください。中退の 

場合は、最後に卒業した学校をお答えください。また、在学中の場合は、現在在学している学校をお答 

えください。（○は１つ） 

 

 (15.7) 中学校 (17.5) ４年制大学 

 (39.9) 高等学校 ( 1.2) 大学院 

 (12.3) 専門学校、各種学校 ( 1.6) その他（具体的に         ） 

 ( 9.5) 短期大学、高等専門学校     ( 2.3) 無回答 

 

（ご意見欄） 

その他ご意見がありましたら、何でもお書きください。 

(回答計 327.1)

 

 

 

 

 

 

 

どうもありがとうございました。もう一度、記入もれがないかご確認ください。 

 同封の回収用封筒に密封して、調査員にお渡しください。なお、郵送による返送を希望される場

合は、調査員から郵送用封筒を受け取り、２日以内にご投函くださいますようお願い申し上げます。 
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