
 試行実施団体

ワンストップ支援センター等性暴力被害者支援を行う団体が相談員を務めた。

 有識者検討会

事業結果について、有識者検討会で議論を行い、報告書、ＳＮＳ相談マニュア
ルを作成した。

検討会メンバー（五十音順、敬称略）（役職名は令和３年３月現在）

座 長 戒能 民江 お茶の水女子大学 名誉教授

委 員 伊藤 次郎 特定非営利活動法人ＯＶＡ 代表理事

齋藤 梓 目白大学人間学部心理カウンセリング学科 専任講師

中島 かおり 特定非営利活動法人 ピッコラーレ 代表理事

 所在地 団体名 

1 北海道 札幌市男女共同参画センター 

(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会） 

2 山形県 やまがた性暴力被害者サポートセンター「べにサポ やまがた」 

3 京都府 ウィメンズカウンセリング京都 

4 鳥取県 性暴力被害者支援センターとっとり (クローバーとっとり） 

5 島根県 一般社団法人しまね性暴力被害者支援センターさひめ 

6 広島県 性被害ワンストップセンターひろしま 

7 福岡県 性暴力被害者支援センター・ふくおか 

8 熊本県 性暴力被害者のためのサポートセンターゆあさいどくまもと 

 

令和２年度性暴力に関するＳＮＳ相談調査研究報告書（概要）
内閣府男女共同参画局

 目的

 令和２年６月に決定した「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月11
日 性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議）では、被害者が相談をしやす
い環境を整備するため、多様な相談方法を提供することとしている。また、若年
層が相談しやすくなるよう、ＳＮＳ相談を令和３年度内から通年実施することと
しており、検討・準備を進めているところ。

 特に、コロナ下においては、外出自粛や休校措置などにより若年層がＳＮＳに触
れる機会が増え、性被害につながることが懸念されていることなどから、前年度
より相談期間や体制を拡充し、試行実施を行った。

 ＳＮＳ相談名

性暴力に関するＳＮＳ相談事業Cure Time（「キュアタイム」）

 実施期間

2020年10月２日（金）～2021年１月30日（土）（12月29日～１月３日を除く）

（67日間）

 実施曜日・時間

月・水・金・土曜 16時〜21時（335時間）

 相談システム及びサーバー
昨年度の事業で開発したチャットシステムを使用した。
サーバーはキュアタイム専用のものを確保した。

 相談員研修等
事前研修のほか、「セクシュアルマイノリティ」「希死念慮」「デジタル性暴
力」に関する研修を行った。
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試行実施結果概要①

 相談件数（年代別）
 2020年10月２日（金）～2021年１月30日（土）（67日間（335時

間））の相談件数は293件であった。

 女性が238件（81％）、男性26件（9％）、それ以外10件（3％）、
不明が19件（6％）であった。

 年代別に見ると、20代が36％、10代が25％と10～20代の相談が過
半数を占めた。

・20代の女性が３割と
最も多く、次いで10代
の女性が2割を占める。

・男性からの相談も1割
弱あった。

・性別について、「それ
以外」を選択した者が
10件あった。

女性 男性 それ以外 不明 合計

59 9 1 3 72

20.1% 3.1% 0.3% 1.0% 24.6%

95 3 6 1 105

32.4% 1.0% 2.0% 0.3% 35.8%

27 4 2 1 34

9.2% 1.4% 0.7% 0.3% 11.6%

26 3 1 1 31

8.9% 1.0% 0.3% 0.3% 10.6%

10 2 0 0 12

3.4% 0.7% 0.0% 0.0% 4.1%

1 0 0 0 1

0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%

20 5 0 13 38

6.8% 1.7% 0.0% 4.4% 13.0%

238 26 10 19 293

81.2% 8.9% 3.4% 6.5% 100.0%

不明

合計

10代

20代

30代

40代

50代

60代以上

 相談件数（曜日別・時間帯別）
 月曜日の相談件数が最も多く、次いで、金曜日、水曜日、土曜日の

順となっている。

 時間帯としては、17時台及び20時台の件数が多い。

 1回当たりの相談に要した時間は、平均で86分間であった。過半数の
相談が1時間以上の時間を要している。

52 66
49 55 67

40

50

100

時間帯別相談件数

1分未満
1分以上
10分未満

10分以上
30分未満

30分以上１
時間未満

1時間以上 相談総数

14 8 27 69 175 293
4.8% 2.7% 9.2% 23.5% 59.7% 100.0%
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月曜日, 

91件

31%

水曜日, 

66件, 

22%

金曜日, 

75件,

26%

土曜日, 

61件,

21%

曜日別相談件数

(n=259,重複回答あり)

注：相談は21時で終了


表・グラフ

		性別 セイベツ

						女性		男性		それ以外		不明		合計

				合計		238		26		10		19		293

		年代 ネンダイ

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%







		性別×年代 セイベツ ネンダイ

						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

		情報入手経路 ジョウホウ ニュウシュ ケイロ

				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明

				1		2		0		7		0		8		154

				0.34%		0.68%		0.00%		2.39%		0.00%		2.73%		52.56%

































		相談テーマ ソウダン

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

				58.70%		4.44%		10.58%		9.56%		1.71%		11.95%		2.05%		1.71%		0.00%		3.75%		17.41%

		年代と相談テーマ ネンダイ ソウダン

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357







		暴力種別の年代別の割合 ボウリョク シュベツ ネンダイベツ ワリアイ

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72

				10代		45.83%		6.94%		8.33%		9.72%		0.00%		4.17%		0.00%		1.39%		0.00%		2.78%		12.50%

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105

				20代		68.57%		2.86%		8.57%		8.57%		0.95%		17.14%		3.81%		0.00%		0.00%		3.81%		14.29%

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34

				30代		61.76%		8.82%		5.88%		17.65%		5.88%		8.82%		0.00%		0.00%		0.00%		2.94%		26.47%

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31

				40代		64.52%		3.23%		9.68%		6.45%		0.00%		19.35%		3.23%		3.23%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.00%		0.00%		8.33%		16.67%		0.00%		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		41.67%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		年代と相談テーマの数 ネンダイ ソウダン スウ

				相談1件当たりのテーマの数 ソウダン ケン ア スウ		0個		1個		2個		3個		4個		5個		6個		7個		8個		9個		10個		11個		12個		合計 ゴウケイ

				10代		46		19		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72

				20代		62		26		14		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105

				30代		17		10		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34

				40代		14		10		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31

				50代		5		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12

				60代以上		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		19		11		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38

				合計 ゴウケイ		163		82		41		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		293

		スクリーニング

				1.本SNS相談の対応のみで終了 ホン ソウダン タイオウ シュウリョウ		2.必要な情報の提供を行った ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ オコナ		3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った ヒツヨウ シャカイ シゲン ソウダン サキ テイキョウ オコナ		4.来所面談を行った ライ ショ メンダン オコナ		5.同行支援を行った ドウコウ シエン オコナ		6.その他 タ

				217		71		35		0		0		20

				74.06%		24.23%		11.95%		0.00%		0.00%		6.83%





		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ

				交際相手 コウサイ アイテ		元交際相手 モト コウサイ アイテ		配偶者 ハイグウシャ		元配偶者 モト ハイグウシャ		実父 ジップ		継父 ケイ チチ		親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		その他親族 タ シンゾク		担任教師 タンニン キョウシ		担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		学校の先輩 ガッコウ センパイ		学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				22		7		10		0		20		4		0		17		0		8		4		6		1		5		7		8		4		0		11		18		1		3		41

				7.51%		2.39%		3.41%		0.00%		6.83%		1.37%		0.00%		5.80%		0.00%		2.73%		1.37%		2.05%		0.34%		1.71%		2.39%		2.73%		1.37%		0.00%		3.75%		6.14%		0.34%		1.02%		13.99%

		相談時間 ソウダン ジカン

				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上

				14		8		27		69		175

				4.78%		2.73%		9.22%		23.55%		59.73%

		居住地 キョジュウチ

				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293





		婚姻状況 コンイン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				既婚		24

				死別		0

				未婚		72

				離婚		0

				離婚協議		0

				離婚裁判		1

				離婚審判		0

				離婚調停		0

				不明 フメイ		196

				合計 ゴウケイ		293

		家族構成 カゾク コウセイ

				構成 コウセイ		件数 ケンスウ

				同居		61

				独居		0

				別居		10

				不明 フメイ		222

				合計 ゴウケイ		293

		就労状況 シュウロウ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				有 アリ		43

				無 ナシ		26

				不明 フメイ		224

				合計 ゴウケイ		293

		就学/就労 シュウガク シュウロウ

				職業 ショクギョウ		件数 ケンスウ

				小学生 ショウガクセイ		2

				中学生 チュウガクセイ		4

				高校生 コウコウセイ		11

				大学生 ダイガクセイ		6

				大学院生 ダイガク インセイ		0

				正社員 セイシャイン		3

				契約社員 ケイヤク シャイン		1

				パート		2

				派遣 ハケン		1

				風俗嬢 フウゾク ジョウ		1

				福祉的就労 フクシテキ シュウロウ		0

				その他 タ		15

				不明 フメイ		247

				合計 ゴウケイ		293



		医療機関受診状況 イリョウ キカン ジュシン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				身体の疾患		5

				精神疾患		38

				無		22

				不明 フメイ		228

				合計 ゴウケイ		293

		障がいの有無 ショウ ウム

				種類 シュルイ		件数 ケンスウ

				身体		0

				精神		18

				知的		0

				発達		1

				無		9

				不明 フメイ		265

				合計 ゴウケイ		293

		経済状況 ケイザイ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				家計が苦しい		10

				家計に問題はない		4

				所持金がない		2

				その他		7

				不明 フメイ		270

				合計 ゴウケイ		293





		緊急支援の必要性 キンキュウ シエン ヒツヨウセイ

				有無 ウム		件数 ケンスウ

				有		18

				無		132

				不明 フメイ		143

				合計 ゴウケイ		293

		性暴力害の内容 セイ ボウリョク ガイ ナイヨウ

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		72

				10代		9.72%		0.00%		12.50%		16.67%		5.56%		0.00%		1.39%		11.11%		0.00%		0.00%		0.00%		2.78%		1.39%		1.39%		6.94%

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		105

				20代		23.81%		0.00%		10.48%		16.19%		7.62%		0.00%		1.90%		4.76%		0.95%		5.71%		0.00%		0.95%		0.00%		5.71%		17.14%

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		34

				30代		26.47%		5.88%		8.82%		14.71%		5.88%		0.00%		0.00%		5.88%		2.94%		5.88%		0.00%		2.94%		0.00%		8.82%		14.71%

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		31

				40代		25.81%		3.23%		0.00%		12.90%		0.00%		0.00%		9.68%		16.13%		0.00%		6.45%		0.00%		0.00%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12

				50代		0.00%		8.33%		16.67%		8.33%		16.67%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.33%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

		加害者情報と性被害 カガイシャジョウホウ セイヒガイ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



&F


&P/&N	


相談者の男女比











女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	

家族構成



件数	同居	独居	別居	不明	61	0	10	222	







就労状況



件数	有	無	不明	43	26	224	







就学／就労



件数	

小学生	中学生	高校生	大学生	大学院生	正社員	契約社員	パート	派遣	風俗嬢	福祉的就労	その他	不明	2	4	11	6	0	3	1	2	1	1	0	15	247	





医療機関受診状況



件数	身体の疾患	精神疾患	無	不明	5	38	22	228	







障がいの有無



件数	身体	精神	知的	発達	無	不明	0	18	0	1	9	265	







経済状況



件数	家計が苦しい	家計に問題はない	所持金がない	その他	不明	10	4	2	7	270	







緊急支援の必要性



件数	有	無	不明	18	132	143	







相談テーマと年代



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性	虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	9	2	2	4	1	3	0	2	5	合計	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	









相談テーマの年代別の割合



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.45833333333333331	6.9444444444444448E-2	8.3333333333333329E-2	9.7222222222222224E-2	0	4.1666666666666664E-2	0	1.3888888888888888E-2	0	2.7777777777777776E-2	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.68571428571428572	2.8571428571428571E-2	8.5714285714285715E-2	8.5714285714285715E-2	9.5238095238095247E-3	0.17142857142857143	3.8095238095238099E-2	0	0	3.8095238095238099E-2	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.61764705882352944	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0	0	0	2.9411764705882353E-2	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.64516129032258063	3.2258064516129031E-2	9.6774193548387094E-2	6.4516129032258063E-2	0	0.19354838709677419	3.2258064516129031E-2	3.2258064516129031E-2	0	6.4516129032258063E-2	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.5	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	8.3333333333333329E-2	0	0	0	0	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	







加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	22	7	10	0	20	4	0	17	0	8	4	6	1	5	7	8	4	0	11	18	1	3	41	





「CureTime」情報の入手経路



行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	







性暴力害の内容



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	







性暴力害内容の年代別の割合



10代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	9.7222222222222224E-2	0	0.125	0.16666666666666666	5.5555555555555552E-2	0	1.3888888888888888E-2	0.1111111111111111	0	0	0	2.7777777777777776E-2	1.3888888888888888E-2	1.3888888888888888E-2	6.9444444444444448E-2	20代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.23809523809523808	0	0.10476190476190476	0.16190476190476191	7.6190476190476197E-2	0	1.9047619047619049E-2	4.7619047619047616E-2	9.5238095238095247E-3	5.7142857142857141E-2	0	9.5238095238095247E-3	0	5.7142857142857141E-2	0.17142857142857143	30代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.26470588235294118	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	5.8823529411764705E-2	0	0	5.8823529411764705E-2	2.9411764705882353E-2	5.8823529411764705E-2	0	2.9411764705882353E-2	0	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	40代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.25806451612903225	3.2258064516129031E-2	0	0.12903225806451613	0	0	9.6774193548387094E-2	0.16129032258064516	0	6.4516129032258063E-2	0	0	0	6.4516129032258063E-2	0.25806451612903225	50代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3333333333333329E-2	60代以上	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代別の男女比



女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	59	95	27	26	10	1	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	9	3	4	3	2	0	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	1	6	2	1	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	3	1	1	1	0	0	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	72	105	34	31	12	1	







相談テーマ



性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	







相談テーマと年代（不明を除く）



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職	場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代と相談テーマ数



10代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	46	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	62	26	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	17	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	14	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60代以上	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







スクリーニング



1.本SNS相談の対応のみで終了	2.必要な情報の提供を行った	3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った	4.来所面談を行った	5.同行支援を行った	6.その他	217	71	35	0	0	20	







相談時間数



1分未満	1分以上10分未満	10分以上30分未満	30分以上１時間未満	1時間以上	14	8	27	69	175	







相談者の居住地(不明抜き)



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





婚姻状況



件数	既婚	死別	未婚	離婚	離婚協議	離婚裁判	離婚審判	離婚調停	不明	24	0	72	0	0	1	0	0	196	









casya（①相談者内訳）不使用



				女性		男性		それ以外		不明		合計				表01関連 ヒョウ カンレン

				238		26		10		19		293

																												グラフ01関連 カンレン



相談者の男女それ以外比













女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	





②相談者の性別・年齢 (修正)2_4



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						不明 フメイ		それ以外 イガイ		男性		女性		合計 ゴウケイ

				10代		3		1		9		59		72

				20代		1		6		3		95		105

				30代		1		2		4		27		34

				40代		1		1		3		26		31

				50代		0		0		2		10		12

				60代以上		0		0		0		1		1

				不明		13		0		5		20		38

				合計 ゴウケイ		19		10		26		238		293

																																		グラフ02

																																		グラフ04



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	







年代別男女それ以外数比較



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	それ以外	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	男性	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	











②相談者の性別・年齢3表2_3



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計				表02 ヒョウ

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293				表03 ヒョウ

												グラフ03



				女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

		10代		59		9		1		3		72

				20.1%		3.1%		0.3%		1.0%		24.6%

		20代		95		3		6		1		105

				32.4%		1.0%		2.0%		0.3%		35.8%

		30代		27		4		2		1		34

				9.2%		1.4%		0.7%		0.3%		11.6%

		40代		26		3		1		1		31

				8.9%		1.0%		0.3%		0.3%		10.6%

		50代		10		2		0		0		12

				3.4%		0.7%		0.0%		0.0%		4.1%

		60代以上		1		0		0		0		1

				0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.3%

		不明		20		5		0		13		38

				6.8%		1.7%		0.0%		4.4%		13.0%

		合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				81.2%		8.9%		3.4%		6.5%		100.0%



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	







年代別男女それ以外数比較



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	











③相談者の居住地5_6



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293



																				グラフ05



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				不明 フメイ		96

				東京都		24

				北海道 ホッカイドウ		18

				神奈川県		18

				埼玉県		13

				長崎県		13

				愛知県		11

				京都府		11

				千葉県		9

				大阪府		8

				福岡県		7

				兵庫県		6

				熊本県		6

				長野県		5

				福島県		4

				岐阜県		4

				奈良県		4

				鳥取県		4

				広島県		4

				宮城県		3

				山形県		3

				島根県		3

				岩手県		2

				新潟県		2

				香川県		2

				鹿児島県		2

				青森県		1

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				富山県		1

				石川県		1																		グラフ06

				静岡県		1

				和歌山県		1

				岡山県		1

				山口県		1

				沖縄県		1

				秋田県		0

				福井県		0

				山梨県		0

				三重県		0

				滋賀県		0

				徳島県		0

				愛媛県		0

				高知県		0

				佐賀県		0

				大分県		0

				宮崎県		0

				合計 ゴウケイ		293





居住地別件数



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





居住地別相談件数（相談件数ソート）





東京都	北海道	神奈川県	埼玉県	長崎県	愛知県	京都府	千葉県	大阪府	福岡県	兵庫県	熊本県	長野県	福島県	岐阜県	奈良県	鳥取県	広島県	宮城県	山形県	島根県	岩手県	新潟県	香川県	鹿児島県	青森県	茨城県	栃木県	群馬県	富山県	石川県	静岡県	和歌山県	岡山県	山口県	沖縄県	秋田県	福井県	山梨県	三重県	滋賀県	徳島県	愛媛県	高知県	佐賀県	大分県	宮崎県	24	18	18	13	13	11	11	9	8	7	6	6	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







④相談件数（曜日別）7表4



				月		水		金		土

				91		74		76		60



										表04 ヒョウ

																												グラフ07



曜日別相談件数



[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]

月	水	金	土	91	74	76	60	



⑤相談件数（時間帯別）8表5



				時間帯		件数

				16時台		52

				17時台		66

				18時台		49

				19時台		55

				20時台		67

				21時台		4

				計 ケイ		293



																								グラフ08

				時間帯		16時台		17時台		18時台		19時台		20時台		21時台		計 ケイ

				件数		52		66		49		55		67		4		293



																		表05 ヒョウ



時間帯別相談件数



件数	

16時台	17時台	18時台	19時台	20時台	21時台	52	66	49	55	67	4	







20200311相談時間 (⑥関連)9表6

		1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		相談総数 ソウダン ソウスウ				表06 ヒョウ

		14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		293

		4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%		100.0%





		ID		受付番号		入力者ID		相談種別		受付日時 年		受付日時 月		受付日時 日		受付日時 曜日		相談時間 分		時間範囲整理 ジカン ハンイ セイリ		各件数 カク ケンスウ

		2		3		96														1分未満 フン ミマン		1

		10		15		44														1分未満 フン ミマン		2

		30		37		81														1分未満 フン ミマン		3

		39		47		93														1分未満 フン ミマン		4

		44		52		25														1分未満 フン ミマン		5

		53		61		12														1分未満 フン ミマン		6

		61		69		85														1分未満 フン ミマン		7

		84		90		2														1分未満 フン ミマン		8

		87		94		94														1分未満 フン ミマン		9

		139		148		60														1分未満 フン ミマン		10

		141		150		64														1分未満 フン ミマン		11

		143		152		62														1分未満 フン ミマン		12

		159		166		3														1分未満 フン ミマン		13

		267		281		10														1分未満 フン ミマン		14

		174		186		93												4		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		66		74		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2

		67		75		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3

		205		219		45												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4

		215		229		18												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		75		83		80												7		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6				グラフ09

		288		305		86												8		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		1		1		1												9		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		92		100		18												13		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		47		55		26												14		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2				1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		平均 ヘイキン		相談総数 ソウダン ソウスウ

		78		86		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3				14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		85.5		293

		140		149		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%

		37		45		18												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		99		107		44												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6

		25		30		26												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		41		49		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		82		92		10												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		9

		108		116		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		10

		65		73		86												19		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		11

		114		124		35												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		12

		133		142		17												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		13

		157		167		92												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		14

		199		213		82												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		15

		217		233		20												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		16

		130		141		113												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		17

		135		143		62												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		18

		38		46		8												23		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		19

		11		16		34												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		20

		175		185		87												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		21

		203		218		24												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		22

		81		91		73												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		23

		116		125		42												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		24

		237		251		108												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		25

		17		22		81												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		26

		186		197		39												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		27

		15		20		90												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		1

		21		26		18												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		2

		83		89		72												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		3

		129		138		107												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		4

		134		144		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		5

		138		147		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		6

		150		160		85												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		7

		155		164		92												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		8

		68		76		18												31		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		9

		9		14		33												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		10

		246		260		26												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		11

		19		24		45												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		12

		188		200		73												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		13

		218		232		46												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		14

		255		270		90												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		15

		12		17		65												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		16

		240		254		57												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		17

		100		108		57												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		18

		198		212		17												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		19

		283		299		7												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		20

		13		18		102												37		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		21

		57		65		93												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		22

		96		106		23												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		23

		187		199		8												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		24

		70		79		84												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		25

		106		114		91												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		26

		214		228		106												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		27

		239		253		42												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		28

		73		81		84												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		29

		185		196		44												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		30

		110		120		112												42		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		31

		90		99		81												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		32

		121		130		46												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		33

		105		113		11												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		34

		126		135		8												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		35

		230		244		42												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		36

		74		82		18												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		37

		151		161		93												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		38

		234		248		91												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		39

		245		259		26												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		40

		268		282		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		41

		279		295		24												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		42

		284		300		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		43

		115		123		46												46		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		44

		6		11		18												47		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		45

		273		287		90												48		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		46

		158		168		92												49		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		47

		4		9		24												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		48

		103		111		9												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		49

		122		132		84												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		50

		136		146		62												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		51

		204		217		61												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		52

		238		252		29												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		53

		248		263		11												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		54

		251		265		12												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		55

		142		151		24												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		56

		262		276		44												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		57

		20		25		10												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		58

		179		191		18												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		59

		86		95		85												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		60

		225		240		25												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		61

		247		261		12												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		62

		63		71		86												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		63

		120		127		46												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		64

		200		214		62												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		65

		95		103		35												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		66

		119		129		42												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		67

		221		234		42												58		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		68

		102		109		11												59		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		69

		23		28		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		1

		28		35		92												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		2

		76		84		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		3

		89		97		108												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		4

		113		121		42												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		5

		128		137		93												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		6

		160		169		80												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		7

		169		181		91												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		8

		181		192		112												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		9

		222		236		25												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		10

		277		293		28												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		11

		282		298		9												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		12

		231		246		13												62		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		13

		167		177		73												64		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		14

		154		163		93												65		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		15

		280		296		101												68		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		16

		201		216		41												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		17

		261		275		32												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		18

		24		29		61												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		19

		26		31		7						11						70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		20

		56		64		107												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		21

		59		67		86												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		22

		148		156		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		23

		166		175		60												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		24

		216		230		42												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		25

		235		249		82												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		26

		265		279		10												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		27

		266		280		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		28

		272		286		85												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		29

		286		302		102												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		30

		271		285		93												71		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		31

		118		128		30												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		32

		145		155		14												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		33

		292		308		81												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		34

		32		39		29												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		35

		184		195		30												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		36

		51		60		73												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		37

		58		66		92												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		38

		104		112		102												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		39

		107		115		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		40

		220		235		27												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		41

		289		303		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		42

		49		58		73												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		43

		123		131		8												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		44

		50		59		7												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		45

		64		72		93												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		46

		91		98		18												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		47

		147		157		13												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		48

		3		8		18												79		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		49

		14		19		11												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		50

		22		27		81												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		51

		88		96		90												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		52

		172		184		93												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		53

		177		188		112												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		54

		285		301		9												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		55

		33		41		64												81		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		56

		124		133		13												82		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		57

		191		202		101												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		58

		249		262		73												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		59

		250		264		101												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		60

		252		266		90												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		61

		60		68		93												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		62

		269		283		90												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		63

		180		190		17												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		64

		258		273		106												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		65

		182		193		39												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		66

		260		274		65												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		67

		223		237		67												89		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		68

		54		63		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		62		70		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		162		171		84												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		165		174		118												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		176		189		108												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		208		222		72												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		278		294		45												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		164		173		45												92		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		5		10		18												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		183		194		64												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		10

		163		172		29												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		11

		178		187		18												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		12

		194		205		86												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		13

		207		221		12												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		14

		259		272		18												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		15

		275		292		17												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		16

		48		57		12												96		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		17

		46		54		38												98		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		18

		72		80		17												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		19

		189		198		101												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		20

		227		243		122												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		21

		256		269		89												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		22

		290		306		91												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		23

		94		102		44												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		24

		196		210		18												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		25

		31		40		35												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		26

		93		101		23												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		27

		192		203		89												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		28

		212		226		80												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		29

		213		227		18												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		30

		228		241		27												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		31

		281		297		102												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		32

		35		42		18												109		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		33

		97		105		35												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		34

		156		165		89												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		35

		197		211		81												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		36

		244		258		57												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		37

		257		271		80												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		38

		36		44		13												111		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		39

		29		36		18												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		40

		109		117		82												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		41

		226		238		120												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		42

		55		62		86												116		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		43

		71		78		18												118		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		44

		27		33		88												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		1

		34		43		8												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		2

		69		77		80												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		3

		79		87		72												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		4

		101		110		74												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		5

		112		122		27												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		6

		190		201		10												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		7

		195		209		82												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		8

		206		220		102												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		9

		219		231		36												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		10

		291		307		18												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		11

		161		170		18												124		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		12

		293		309		17												125		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		13

		137		145		39												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		14

		233		247		86												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		15

		131		140		81												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		16

		241		256		29												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		17

		270		284		88												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		18

		7		12		17												132		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		19

		144		154		102												133		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		20

		8		13		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		21

		274		290		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		22

		127		136		87												140		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		23

		232		245		101												141		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		24

		149		159		92												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		25

		224		239		69												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		26

		168		179		93												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		27

		173		183		91												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		28

		111		119		18												145		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		29

		229		242		41												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		30

		253		268		93												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		31

		210		223		94												147		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		32

		80		88		14												148		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		33

		98		104		67												150		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		117		126		35												154		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		193		204		90												155		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		125		134		81												160		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		236		250		17												161		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		209		225		90												165		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		16		21		85												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		40		48		89												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		276		291		84												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		171		180		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		1

		254		267		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		2

		52		56		101												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		3

		152		158		89												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		4

		77		85		45												190		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		5

		264		277		8												192		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		6

		85		93		105												195		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		7

		43		50		106												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		8

		170		182		85												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		9

		263		278		102												206		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		10

		153		162		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		11

		211		224		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		12

		45		53		65												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		13

		242		255		36												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		14

		18		23		18												219		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		15

		287		304		92												226		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		16

		243		257		42												232		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		17

		202		215		32												240		4時間以上 ジカンイジョウ		1

		42		51		18												273		4時間以上 ジカンイジョウ		2

		132		139		18												337		4時間以上 ジカンイジョウ		3

		146		153		13												770		4時間以上 ジカンイジョウ		4

																		85.5053763441



1回当たりの相談に要した時間



1分未満	

14	1分以上	
10分未満	

8	10分以上	
30分未満	

27	30分以上	
１時間未満	

69	1時間以上	
1時間半未満	



68	1時間半以上	
2時間未満	



44	2時間以上	
2時間半未満	

33	2時間半以上	
3時間未満	

9	3時間以上	
4時間未満	

17	4時間以上	

4	









1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	14	8	27	69	68	44	33	9	17	4	1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	4.778156996587031E-2	2.7303754266211604E-2	9.2150170648464161E-2	0.23549488054607509	0.23208191126279865	0.15017064846416384	0.11262798634812286	3.0716723549488054E-2	5.8020477815699661E-2	1.3651877133105802E-2	





⑥相談に要した時間



				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上		相談総数 ソウダン ソウスウ

				14		8		27		69		175		293

				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		59.7%		100.0%





1件の相談時間



1分未満	[系列名], [値]

4.78％





14	1分以上10分未満	[系列名], [値]

2.73％





8	10分以上30分未満	[系列名], [値]

9.22％





27	30分以上１時間未満	[系列名], [値]

23.55％





69	1時間以上	[系列名], [値]

59.73％





175	







⑦情報入手経路10表7



				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明		総件数 ソウケンスウ

				1		2		0		7		0		8		154		293

				0.3%		0.7%		0.0%		2.4%		0.0%		2.7%		52.6%		100.0%

				※各項合計数が総件数と合わない。実数としては172 カクコウ ゴウケイ スウ ソウケンスウ ア ジッスウ

																表07 ヒョウ

																														グラフ10



情報入手経路





行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	3.4129692832764505E-3	6.8259385665529011E-3	0	2.3890784982935155E-2	0	2.7303754266211604E-2	0.52559726962457343	







⑧性暴力被害の内容 (修正)11

		性暴力被害の内容

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		その他 タ		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ

				55		46		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		0		0



				集約 シュウヤク

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				102		32		29		18		11		4		5		12		46



																						グラフ11



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







追加報告書よりコピペ重複被害12表8_9_11

				0個		1個		2個		3個		4個		合計						被害の重複 ヒガイ チョウフク																				２つ以上の該当件数		２つ該当件数		３つ該当件数		４つ該当件数

		10代		32		31		8		1		0		72						10代		9																		45		35		6		4

		20代		28		59		14		3		1		105						20代		18																		組合せ総数		２つ該当組合せ総数		３つ該当組合せ総数		４つ該当組合せ総数

		30代		9		20		2		1		2		34						30代		5																		77		35		18		24

		40代		8		16		5		1		1		31						40代		7

		50代		5		7		0		0		0		12						50代		0																				表11 ヒョウ

		60代		1		0		0		0		0		1						60代		0

		不明		10		22		6		0		0		38						不明		6

		合計		93		155		35		6		4		293

		割合		31.70%		52.90%		11.90%		2.00%		1.40%		 

														表08　報告書よりコピペ ヒョウ ホウコクショ



						2個		3個		4個		合計

				10代		8		1		0		9

				20代		14		3		1		18

				30代		2		1		2		5

				40代		5		1		1		7

				50代		0		0		0		0

				60代		0		0		0		0

				不明		6		0		0		6

				合計		35		6		4		45

												表09



被害の重複（年代別）



10代	20代	30代	40代	50代	60代	不明	9	18	5	7	0	0	6	







コピペ表10

				レイプ		レイプ未遂		性虐待		強制わいせつ		デートDV／DV		AV強要		リベンジポルノ		デジタル性暴力		ストーカー		痴漢、盗撮		JKビジネスでの被害		援助交際での被害		風俗営業等での被害		セクハラ		その他

		レイプ未遂		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		性虐待		4		1		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		強制わいせつ		11		1		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デートDV
／DV		3		0		0		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		AV強要		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		リベンジ
ポルノ		3		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デジタル
性暴力		5		0		1		0		2		0		3		 		 		 		 		 		 		 		 

		ストーカー		0		0		0		0		0		0		1		0		 		 		 		 		 		 		 

		痴漢、盗撮		3		0		2		2		0		0		2		3		0		 		 		 		 		 		 

		JKビジネス
での被害		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 

		援助交際
での被害		1		0		1		0		0		0		1		2		0		1		0		 		 		 		 

		風俗営業等
での被害		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 

		セクハラ		4		0		0		4		0		0		0		0		1		1		0		0		0		 		 

		その他		2		0		2		1		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		 

		合計		37		2		8		9		2		0		7		7		2		2		0		0		0		1		0

		割合（n=77)		48.1%		2.6%		10.4%		11.7%		2.6%		0.0%		9.1%		9.1%		2.6%		2.6%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		0.0%





Sheet2

				10代		10代		20代		20代		30代		30代		40代		40代		50代		50代		60代以上		60代以上		不明				合計 ゴウケイ

		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		72				105				34				31				12				1				38				293		0.0%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		33		ERROR:#DIV/0!		72		ERROR:#DIV/0!		21		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		172		ERROR:#DIV/0!

		その他		9		ERROR:#DIV/0!		15		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		8		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		51		ERROR:#DIV/0!

		メンタルのこと		3		ERROR:#DIV/0!		18		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		35		ERROR:#DIV/0!

		家族のこと カゾク		6		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		31		ERROR:#DIV/0!

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		7		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		28		ERROR:#DIV/0!

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		5		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		13		ERROR:#DIV/0!

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		2		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		11		ERROR:#DIV/0!

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!

		お金のこと カネ		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!



				各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

		10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0

		10代		100.0%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0.0%

		20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0

		20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0.0%

		30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0

		30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%

		40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0

		40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0.0%

		50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

		50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

				1		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0.0%

		合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

				100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%

				※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334		1.2184300341

		合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

		357		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		1.2184300341		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334





⑧性暴力被害の内容13表12

		性暴力被害の内容

				レイプ
（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV／
DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46						レイプ未遂 ミスイ		4

																																						性虐待 セイ ギャクタイ		32

				集約 シュウヤク																																		強制わいせつ キョウセイ		43

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ				表12 ヒョウ														デートDV／DV		18

				102		32		29		18		11		4		5		12		46																		AV強要 キョウヨウ		0

																																						リベンジポルノ		7

																																						デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22

																																						ストーカー		4

																																						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																						JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

																																						援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

																																						風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

																																						セクハラ		12

																																						その他 タ		46



																																																		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55						レイプ・強制わいせつ キョウセイ		102

																																																		レイプ未遂 ミスイ		4						性虐待 セイ ギャクタイ		32

																																																		性虐待 セイ ギャクタイ		32						デジタル（リベンジ含む） フク		29

																																																		強制わいせつ キョウセイ		43						デートDV／DV		18

																																																		デートDV／DV		18						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																																		AV強要 キョウヨウ		0						ストーカー		4

																																																		リベンジポルノ		7						援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		5

																																																		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22						セクハラ		12

																																																		ストーカー		4						その他 タ		46

																																																		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55																																												JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

				その他 タ		46																																												援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				強制わいせつ キョウセイ		43																																												風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				性虐待 セイ ギャクタイ		32																																												セクハラ		12

				デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22																																												その他 タ		46

				デートDV／DV		18

				セクハラ		12

				痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				リベンジポルノ		7

				レイプ未遂 ミスイ		4

				ストーカー		4

				援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				AV強要 キョウヨウ		0

				JKビジネスでの被害 ヒガイ		0										グラフ13（413追加） ツイカ



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ	
（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ	
未遂	性虐待	強制	
わいせつ	デートDV／	
DV	AV強要	リベンジ	
ポルノ	デジタル	
性暴力	ストーカー	痴漢、	
盗撮	JKビジネス	
での被害	援助交	際	
での被害	風俗営業等	
での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	





性暴力被害の類型



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







⑨各年代ごとの被害の割合表13

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV
／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業
等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その
他 タ		各年代
の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		14.0%		0.0%		18.0%		24.0%		8.0%		0.0%		2.0%		16.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.0%		2.0%		2.0%		10.0%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		25.0%		0.0%		11.0%		17.0%		8.0%		0.0%		2.0%		5.0%		1.0%		6.0%		0.0%		1.0%		0.0%		6.0%		18.0%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		25.7%		5.7%		8.6%		14.3%		5.7%		0.0%		0.0%		5.7%		2.9%		5.7%		0.0%		2.9%		0.0%		8.6%		14.3%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		24.2%		3.0%		0.0%		12.1%		0.0%		0.0%		9.1%		15.2%		0.0%		6.1%		0.0%		0.0%		0.0%		6.1%		24.2%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		14.3%		28.6%		14.3%		28.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						17.6%		0.0%		20.6%		11.8%		5.9%		0.0%		2.9%		5.9%		5.9%		2.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		26.5%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩被害ごとの年代の割合表14

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		12.7%		0.0%		28.1%		27.9%		22.2%		0.0%		14.3%		36.4%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		100.0%		8.3%		10.9%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		45.5%		0.0%		34.4%		39.5%		44.4%		0.0%		28.6%		22.7%		25.0%		54.5%		0.0%		25.0%		0.0%		50.0%		39.1%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		16.4%		50.0%		9.4%		11.6%		11.1%		0.0%		0.0%		9.1%		25.0%		18.2%		0.0%		25.0%		0.0%		25.0%		10.9%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		14.5%		25.0%		0.0%		9.3%		0.0%		0.0%		42.9%		22.7%		0.0%		18.2%		0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		17.4%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		25.0%		6.3%		2.3%		11.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.2%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						10.9%		0.0%		21.9%		9.3%		11.1%		0.0%		14.3%		9.1%		50.0%		9.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		19.6%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩-2被害年代性別割合

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計 ゴウケイ

		女性		59		95		27		26		10		1		20		238

		男性		9		3		4		3		2		0		5		26

		それ以外 イガイ		1		6		2		1		0		0		0		10

		不明 フメイ		3		1		1		1		0		0		13		19

				72		105		34		31		12		1		38		293





女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	









⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス修正表15_16

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

						合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

						357		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						121.8%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表15 ヒョウ





						各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ						72

				10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0						105

				10代		45.8%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0						34

				20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0						31

				20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0						12

				30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0						1

				30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0						38

				40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0						293

				40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0

				50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

				50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

						100.0%		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0

				合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表16 ヒョウ

						※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク





Sheet4

		合計 ゴウケイ		357		121.8%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		172		58.7%

		その他		51		17.4%

		メンタルのこと		35		11.9%

		家族のこと カゾク		31		10.6%

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		28		9.6%

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		13		4.4%

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		11		3.8%

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		6		2.0%

		お金のこと カネ		5		1.7%

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		5		1.7%

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		0.0%







⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				10代		45.8%		6.9%		8.3%		9.7%		0.0%		4.2%		0.0%		1.4%		0.0%		2.8%		12.5%								34

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				20代		68.6%		2.9%		8.6%		8.6%		1.0%		17.1%		3.8%		0.0%		0.0%		3.8%		14.3%								12

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				30代		61.8%		8.8%		5.9%		17.6%		5.9%		8.8%		0.0%		0.0%		0.0%		2.9%		26.5%								38

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				40代		64.5%		3.2%		9.7%		6.5%		0.0%		19.4%		3.2%		3.2%		0.0%		6.5%		25.8%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.0%		0.0%		8.3%		16.7%		0.0%		8.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		41.7%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

						52.6%		2.6%		23.7%		5.3%		5.3%		10.5%		2.6%		7.9%		0.0%		5.3%		13.2%

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293

						58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%







⑫表12修正（原）

		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		リベンジポルノ		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		セクハラ		その他 タ

		55		43		4		32		22		7		18		11		4		4		1		0		0		12		46



		集約 シュウヤク

		レイプ・強制わいせつ キョウセイ						性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル
（リベンジ含む） フク				デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ								セクハラ		その他 タ

		102						32		29				18		11		4		5								12		46







⑫年代と相談テーマ14

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

																						グラフ14



相談テーマと年代

性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	7	9	6	2	2	0	2	お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	メンタルのこと	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	









⑬相談テーマの年代別の割合 (2)

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293







性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	







その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	







各年代の人数	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	72	105	34	31	12	1	38	







学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	







家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	







お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	







メンタルのこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	







身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	







行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	







気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	







相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	







⑭加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246



		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ





交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	







クラブ活動等コーチ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	







学校の先輩	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	







学校の後輩・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	







アルバイト・職場の上司	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	







アルバイト・職場の同僚・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	







友人・知人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	







SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	







ナンパ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







見知らぬ人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	







その他	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	







元交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	







不明	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	





加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	32	9	12	0	25	5	0	23	0	10	4	7	2	5	8	13	8	0	14	20	1	5	53	61	







配偶者	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	







実父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	







継父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	







その他親族	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	







担任教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







担任以外の教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	







⑭２加害者情報（被害者との関係）26表18元



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246





						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246





						合計 ゴウケイ

				パートナー		53

				家族 カゾク		63

				学校 ガッコウ		26

				職場 ショクバ		21

				友人・知人 ユウジン チジン		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		20

				ナンパ		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		5

				その他 タ		53

				不明 フメイ		61

				合計 ゴウケイ		317



										パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

										53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

										16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%				表18





加害者の属性



[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]

パートナー	家族	学校	職場	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	0.16719242902208201	0.19873817034700317	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	4.4164037854889593E-2	6.3091482649842268E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	0.16719242902208201	0.19242902208201892	53	63	26	21	14	20	1	5	53	61	

加害者と被害者の関係性

交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	元交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	元配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	パートナー	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	11	0	0	4	20	0	3	5	1	0	0	0	0	0	6	3	実父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	継父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	親の交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	祖父・祖母（義祖父母を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他親族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	家族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	1	29	10	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	10	2	担任教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	スト	ーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	担任以外の教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	クラブ活動等コーチ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	学校の先輩	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	学校の後輩・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	学校	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	8	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	アルバイト・職場の上司	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	アルバイト・職場の同僚・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	仕事の客、取引先の人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職場	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	4	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0	友人・知人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	ナンパ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見知らぬ人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	その他	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	不明	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	




表18



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%
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試行実施結果②
 加害者との関係
 加害者については、「家族」が最も多く、次いで「パートナー」「学

校」及び「職場」の関係者、「SNS等インターネットを通じて知り
合った者」が多かった。

 「見知らぬ人」からの被害は少数であった。

注）「その他」「不明」を除いた値。重複回答あり。

期間 件数 割合

72時間以内 7 8.2%

1週間以内 2 2.4%

1ｶ月以内 8 9.4%

半年以内 13 15.3%

1年以内 19 22.4%

10年以上前 36 42.4%

パートナー 家族 学校 職場 友人・知人
SNS、出会い系サ
イト等インター
ネットを通じて知
り合った人

ナンパ 見知らぬ人

53 63 26 21 14 20 1 5

(n=85)

3

(n=203,重複回答あり)

家族, 63件, 31%

パートナー, 53件, 

26%

学校, 26件, 13%

職場, 21件, 10%

SNS、出会い系サイ

ト等インターネット

を通じて知り合った

人, 20件, 10%

友人・知人, 

14件, 7%

ナンパ, 1件, 1% 見知らぬ人, 

5件, 2%レイプ（集団、肛門、口

腔を含む）, 55件, 21%

強制わいせつ,

43件, 17%

性虐待, 

32件, 12%

デジタル性暴

力, 22件, 8%

デートDV

／DV, 18

件, 7%

セクハラ, 12件, 5%

痴漢、盗撮, 11件, 

4%

リベンジポルノ, 7件, 3%

レイプ未遂, 4件, 1%

ストーカー, 4件, 2%

援助交際での被害, 

4件, 2%

風俗営業等での被害, 1件, 0%
その他, 46件, 18%

(n=259,重複回答あり)

 被害類型
 被害の類型が特定される相談については、レイプ（強制性交）が

21％、強制わいせつが17％、性虐待が12％、画像、動画（デジタル
性暴力）に係る相談が８％を占めている。

 相談までにかかった時間
 被害から相談までに要した時間を特定

できた相談は、85件あった。うち、

10年以上前の被害が42％、

１年以内の相談が22％、半年以内の相談が

15％となっている。


表・グラフ

		性別 セイベツ

						女性		男性		それ以外		不明		合計

				合計		238		26		10		19		293

		年代 ネンダイ

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%







		性別×年代 セイベツ ネンダイ

						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

		情報入手経路 ジョウホウ ニュウシュ ケイロ

				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明

				1		2		0		7		0		8		154

				0.34%		0.68%		0.00%		2.39%		0.00%		2.73%		52.56%

































		相談テーマ ソウダン

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

				58.70%		4.44%		10.58%		9.56%		1.71%		11.95%		2.05%		1.71%		0.00%		3.75%		17.41%

		年代と相談テーマ ネンダイ ソウダン

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357







		暴力種別の年代別の割合 ボウリョク シュベツ ネンダイベツ ワリアイ

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72

				10代		45.83%		6.94%		8.33%		9.72%		0.00%		4.17%		0.00%		1.39%		0.00%		2.78%		12.50%

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105

				20代		68.57%		2.86%		8.57%		8.57%		0.95%		17.14%		3.81%		0.00%		0.00%		3.81%		14.29%

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34

				30代		61.76%		8.82%		5.88%		17.65%		5.88%		8.82%		0.00%		0.00%		0.00%		2.94%		26.47%

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31

				40代		64.52%		3.23%		9.68%		6.45%		0.00%		19.35%		3.23%		3.23%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.00%		0.00%		8.33%		16.67%		0.00%		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		41.67%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		年代と相談テーマの数 ネンダイ ソウダン スウ

				相談1件当たりのテーマの数 ソウダン ケン ア スウ		0個		1個		2個		3個		4個		5個		6個		7個		8個		9個		10個		11個		12個		合計 ゴウケイ

				10代		46		19		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72

				20代		62		26		14		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105

				30代		17		10		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34

				40代		14		10		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31

				50代		5		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12

				60代以上		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		19		11		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38

				合計 ゴウケイ		163		82		41		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		293

		スクリーニング

				1.本SNS相談の対応のみで終了 ホン ソウダン タイオウ シュウリョウ		2.必要な情報の提供を行った ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ オコナ		3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った ヒツヨウ シャカイ シゲン ソウダン サキ テイキョウ オコナ		4.来所面談を行った ライ ショ メンダン オコナ		5.同行支援を行った ドウコウ シエン オコナ		6.その他 タ

				217		71		35		0		0		20

				74.06%		24.23%		11.95%		0.00%		0.00%		6.83%





		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ

				交際相手 コウサイ アイテ		元交際相手 モト コウサイ アイテ		配偶者 ハイグウシャ		元配偶者 モト ハイグウシャ		実父 ジップ		継父 ケイ チチ		親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		その他親族 タ シンゾク		担任教師 タンニン キョウシ		担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		学校の先輩 ガッコウ センパイ		学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				22		7		10		0		20		4		0		17		0		8		4		6		1		5		7		8		4		0		11		18		1		3		41

				7.51%		2.39%		3.41%		0.00%		6.83%		1.37%		0.00%		5.80%		0.00%		2.73%		1.37%		2.05%		0.34%		1.71%		2.39%		2.73%		1.37%		0.00%		3.75%		6.14%		0.34%		1.02%		13.99%

		相談時間 ソウダン ジカン

				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上

				14		8		27		69		175

				4.78%		2.73%		9.22%		23.55%		59.73%

		居住地 キョジュウチ

				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293





		婚姻状況 コンイン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				既婚		24

				死別		0

				未婚		72

				離婚		0

				離婚協議		0

				離婚裁判		1

				離婚審判		0

				離婚調停		0

				不明 フメイ		196

				合計 ゴウケイ		293

		家族構成 カゾク コウセイ

				構成 コウセイ		件数 ケンスウ

				同居		61

				独居		0

				別居		10

				不明 フメイ		222

				合計 ゴウケイ		293

		就労状況 シュウロウ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				有 アリ		43

				無 ナシ		26

				不明 フメイ		224

				合計 ゴウケイ		293

		就学/就労 シュウガク シュウロウ

				職業 ショクギョウ		件数 ケンスウ

				小学生 ショウガクセイ		2

				中学生 チュウガクセイ		4

				高校生 コウコウセイ		11

				大学生 ダイガクセイ		6

				大学院生 ダイガク インセイ		0

				正社員 セイシャイン		3

				契約社員 ケイヤク シャイン		1

				パート		2

				派遣 ハケン		1

				風俗嬢 フウゾク ジョウ		1

				福祉的就労 フクシテキ シュウロウ		0

				その他 タ		15

				不明 フメイ		247

				合計 ゴウケイ		293



		医療機関受診状況 イリョウ キカン ジュシン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				身体の疾患		5

				精神疾患		38

				無		22

				不明 フメイ		228

				合計 ゴウケイ		293

		障がいの有無 ショウ ウム

				種類 シュルイ		件数 ケンスウ

				身体		0

				精神		18

				知的		0

				発達		1

				無		9

				不明 フメイ		265

				合計 ゴウケイ		293

		経済状況 ケイザイ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				家計が苦しい		10

				家計に問題はない		4

				所持金がない		2

				その他		7

				不明 フメイ		270

				合計 ゴウケイ		293





		緊急支援の必要性 キンキュウ シエン ヒツヨウセイ

				有無 ウム		件数 ケンスウ

				有		18

				無		132

				不明 フメイ		143

				合計 ゴウケイ		293

		性暴力害の内容 セイ ボウリョク ガイ ナイヨウ

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		72

				10代		9.72%		0.00%		12.50%		16.67%		5.56%		0.00%		1.39%		11.11%		0.00%		0.00%		0.00%		2.78%		1.39%		1.39%		6.94%

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		105

				20代		23.81%		0.00%		10.48%		16.19%		7.62%		0.00%		1.90%		4.76%		0.95%		5.71%		0.00%		0.95%		0.00%		5.71%		17.14%

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		34

				30代		26.47%		5.88%		8.82%		14.71%		5.88%		0.00%		0.00%		5.88%		2.94%		5.88%		0.00%		2.94%		0.00%		8.82%		14.71%

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		31

				40代		25.81%		3.23%		0.00%		12.90%		0.00%		0.00%		9.68%		16.13%		0.00%		6.45%		0.00%		0.00%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12

				50代		0.00%		8.33%		16.67%		8.33%		16.67%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.33%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

		加害者情報と性被害 カガイシャジョウホウ セイヒガイ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



&F


&P/&N	


相談者の男女比











女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	

家族構成



件数	同居	独居	別居	不明	61	0	10	222	







就労状況



件数	有	無	不明	43	26	224	







就学／就労



件数	

小学生	中学生	高校生	大学生	大学院生	正社員	契約社員	パート	派遣	風俗嬢	福祉的就労	その他	不明	2	4	11	6	0	3	1	2	1	1	0	15	247	





医療機関受診状況



件数	身体の疾患	精神疾患	無	不明	5	38	22	228	







障がいの有無



件数	身体	精神	知的	発達	無	不明	0	18	0	1	9	265	







経済状況



件数	家計が苦しい	家計に問題はない	所持金がない	その他	不明	10	4	2	7	270	







緊急支援の必要性



件数	有	無	不明	18	132	143	







相談テーマと年代



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性	虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	9	2	2	4	1	3	0	2	5	合計	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	









相談テーマの年代別の割合



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.45833333333333331	6.9444444444444448E-2	8.3333333333333329E-2	9.7222222222222224E-2	0	4.1666666666666664E-2	0	1.3888888888888888E-2	0	2.7777777777777776E-2	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.68571428571428572	2.8571428571428571E-2	8.5714285714285715E-2	8.5714285714285715E-2	9.5238095238095247E-3	0.17142857142857143	3.8095238095238099E-2	0	0	3.8095238095238099E-2	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.61764705882352944	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0	0	0	2.9411764705882353E-2	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.64516129032258063	3.2258064516129031E-2	9.6774193548387094E-2	6.4516129032258063E-2	0	0.19354838709677419	3.2258064516129031E-2	3.2258064516129031E-2	0	6.4516129032258063E-2	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.5	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	8.3333333333333329E-2	0	0	0	0	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	







加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	22	7	10	0	20	4	0	17	0	8	4	6	1	5	7	8	4	0	11	18	1	3	41	





「CureTime」情報の入手経路



行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	







性暴力害の内容



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	







性暴力害内容の年代別の割合



10代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	9.7222222222222224E-2	0	0.125	0.16666666666666666	5.5555555555555552E-2	0	1.3888888888888888E-2	0.1111111111111111	0	0	0	2.7777777777777776E-2	1.3888888888888888E-2	1.3888888888888888E-2	6.9444444444444448E-2	20代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.23809523809523808	0	0.10476190476190476	0.16190476190476191	7.6190476190476197E-2	0	1.9047619047619049E-2	4.7619047619047616E-2	9.5238095238095247E-3	5.7142857142857141E-2	0	9.5238095238095247E-3	0	5.7142857142857141E-2	0.17142857142857143	30代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.26470588235294118	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	5.8823529411764705E-2	0	0	5.8823529411764705E-2	2.9411764705882353E-2	5.8823529411764705E-2	0	2.9411764705882353E-2	0	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	40代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.25806451612903225	3.2258064516129031E-2	0	0.12903225806451613	0	0	9.6774193548387094E-2	0.16129032258064516	0	6.4516129032258063E-2	0	0	0	6.4516129032258063E-2	0.25806451612903225	50代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3333333333333329E-2	60代以上	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代別の男女比



女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	59	95	27	26	10	1	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	9	3	4	3	2	0	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	1	6	2	1	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	3	1	1	1	0	0	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	72	105	34	31	12	1	







相談テーマ



性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	







相談テーマと年代（不明を除く）



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職	場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代と相談テーマ数



10代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	46	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	62	26	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	17	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	14	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60代以上	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







スクリーニング



1.本SNS相談の対応のみで終了	2.必要な情報の提供を行った	3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った	4.来所面談を行った	5.同行支援を行った	6.その他	217	71	35	0	0	20	







相談時間数



1分未満	1分以上10分未満	10分以上30分未満	30分以上１時間未満	1時間以上	14	8	27	69	175	







相談者の居住地(不明抜き)



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





婚姻状況



件数	既婚	死別	未婚	離婚	離婚協議	離婚裁判	離婚審判	離婚調停	不明	24	0	72	0	0	1	0	0	196	









casya（①相談者内訳）不使用



				女性		男性		それ以外		不明		合計				表01関連 ヒョウ カンレン

				238		26		10		19		293

																												グラフ01関連 カンレン



相談者の男女それ以外比













女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	





②相談者の性別・年齢 (修正)2_4



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						不明 フメイ		それ以外 イガイ		男性		女性		合計 ゴウケイ

				10代		3		1		9		59		72

				20代		1		6		3		95		105

				30代		1		2		4		27		34

				40代		1		1		3		26		31

				50代		0		0		2		10		12

				60代以上		0		0		0		1		1

				不明		13		0		5		20		38

				合計 ゴウケイ		19		10		26		238		293

																																		グラフ02

																																		グラフ04



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	







年代別男女それ以外数比較



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	それ以外	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	男性	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	











②相談者の性別・年齢3表2_3



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計				表02 ヒョウ

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293				表03 ヒョウ

												グラフ03



				女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

		10代		59		9		1		3		72

				20.1%		3.1%		0.3%		1.0%		24.6%

		20代		95		3		6		1		105

				32.4%		1.0%		2.0%		0.3%		35.8%

		30代		27		4		2		1		34

				9.2%		1.4%		0.7%		0.3%		11.6%

		40代		26		3		1		1		31

				8.9%		1.0%		0.3%		0.3%		10.6%

		50代		10		2		0		0		12

				3.4%		0.7%		0.0%		0.0%		4.1%

		60代以上		1		0		0		0		1

				0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.3%

		不明		20		5		0		13		38

				6.8%		1.7%		0.0%		4.4%		13.0%

		合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				81.2%		8.9%		3.4%		6.5%		100.0%



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	







年代別男女それ以外数比較



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	











③相談者の居住地5_6



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293



																				グラフ05



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				不明 フメイ		96

				東京都		24

				北海道 ホッカイドウ		18

				神奈川県		18

				埼玉県		13

				長崎県		13

				愛知県		11

				京都府		11

				千葉県		9

				大阪府		8

				福岡県		7

				兵庫県		6

				熊本県		6

				長野県		5

				福島県		4

				岐阜県		4

				奈良県		4

				鳥取県		4

				広島県		4

				宮城県		3

				山形県		3

				島根県		3

				岩手県		2

				新潟県		2

				香川県		2

				鹿児島県		2

				青森県		1

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				富山県		1

				石川県		1																		グラフ06

				静岡県		1

				和歌山県		1

				岡山県		1

				山口県		1

				沖縄県		1

				秋田県		0

				福井県		0

				山梨県		0

				三重県		0

				滋賀県		0

				徳島県		0

				愛媛県		0

				高知県		0

				佐賀県		0

				大分県		0

				宮崎県		0

				合計 ゴウケイ		293





居住地別件数



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





居住地別相談件数（相談件数ソート）





東京都	北海道	神奈川県	埼玉県	長崎県	愛知県	京都府	千葉県	大阪府	福岡県	兵庫県	熊本県	長野県	福島県	岐阜県	奈良県	鳥取県	広島県	宮城県	山形県	島根県	岩手県	新潟県	香川県	鹿児島県	青森県	茨城県	栃木県	群馬県	富山県	石川県	静岡県	和歌山県	岡山県	山口県	沖縄県	秋田県	福井県	山梨県	三重県	滋賀県	徳島県	愛媛県	高知県	佐賀県	大分県	宮崎県	24	18	18	13	13	11	11	9	8	7	6	6	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







④相談件数（曜日別）7表4



				月		水		金		土

				91		74		76		60



										表04 ヒョウ

																												グラフ07



曜日別相談件数



[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]

月	水	金	土	91	74	76	60	



⑤相談件数（時間帯別）8表5



				時間帯		件数

				16時台		52

				17時台		66

				18時台		49

				19時台		55

				20時台		67

				21時台		4

				計 ケイ		293



																								グラフ08

				時間帯		16時台		17時台		18時台		19時台		20時台		21時台		計 ケイ

				件数		52		66		49		55		67		4		293



																		表05 ヒョウ



時間帯別相談件数



件数	

16時台	17時台	18時台	19時台	20時台	21時台	52	66	49	55	67	4	







20200311相談時間 (⑥関連)9表6

		1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		相談総数 ソウダン ソウスウ				表06 ヒョウ

		14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		293

		4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%		100.0%





		ID		受付番号		入力者ID		相談種別		受付日時 年		受付日時 月		受付日時 日		受付日時 曜日		相談時間 分		時間範囲整理 ジカン ハンイ セイリ		各件数 カク ケンスウ

		2		3		96														1分未満 フン ミマン		1

		10		15		44														1分未満 フン ミマン		2

		30		37		81														1分未満 フン ミマン		3

		39		47		93														1分未満 フン ミマン		4

		44		52		25														1分未満 フン ミマン		5

		53		61		12														1分未満 フン ミマン		6

		61		69		85														1分未満 フン ミマン		7

		84		90		2														1分未満 フン ミマン		8

		87		94		94														1分未満 フン ミマン		9

		139		148		60														1分未満 フン ミマン		10

		141		150		64														1分未満 フン ミマン		11

		143		152		62														1分未満 フン ミマン		12

		159		166		3														1分未満 フン ミマン		13

		267		281		10														1分未満 フン ミマン		14

		174		186		93												4		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		66		74		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2

		67		75		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3

		205		219		45												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4

		215		229		18												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		75		83		80												7		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6				グラフ09

		288		305		86												8		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		1		1		1												9		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		92		100		18												13		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		47		55		26												14		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2				1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		平均 ヘイキン		相談総数 ソウダン ソウスウ

		78		86		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3				14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		85.5		293

		140		149		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%

		37		45		18												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		99		107		44												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6

		25		30		26												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		41		49		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		82		92		10												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		9

		108		116		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		10

		65		73		86												19		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		11

		114		124		35												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		12

		133		142		17												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		13

		157		167		92												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		14

		199		213		82												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		15

		217		233		20												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		16

		130		141		113												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		17

		135		143		62												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		18

		38		46		8												23		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		19

		11		16		34												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		20

		175		185		87												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		21

		203		218		24												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		22

		81		91		73												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		23

		116		125		42												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		24

		237		251		108												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		25

		17		22		81												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		26

		186		197		39												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		27

		15		20		90												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		1

		21		26		18												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		2

		83		89		72												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		3

		129		138		107												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		4

		134		144		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		5

		138		147		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		6

		150		160		85												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		7

		155		164		92												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		8

		68		76		18												31		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		9

		9		14		33												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		10

		246		260		26												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		11

		19		24		45												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		12

		188		200		73												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		13

		218		232		46												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		14

		255		270		90												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		15

		12		17		65												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		16

		240		254		57												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		17

		100		108		57												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		18

		198		212		17												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		19

		283		299		7												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		20

		13		18		102												37		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		21

		57		65		93												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		22

		96		106		23												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		23

		187		199		8												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		24

		70		79		84												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		25

		106		114		91												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		26

		214		228		106												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		27

		239		253		42												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		28

		73		81		84												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		29

		185		196		44												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		30

		110		120		112												42		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		31

		90		99		81												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		32

		121		130		46												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		33

		105		113		11												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		34

		126		135		8												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		35

		230		244		42												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		36

		74		82		18												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		37

		151		161		93												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		38

		234		248		91												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		39

		245		259		26												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		40

		268		282		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		41

		279		295		24												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		42

		284		300		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		43

		115		123		46												46		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		44

		6		11		18												47		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		45

		273		287		90												48		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		46

		158		168		92												49		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		47

		4		9		24												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		48

		103		111		9												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		49

		122		132		84												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		50

		136		146		62												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		51

		204		217		61												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		52

		238		252		29												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		53

		248		263		11												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		54

		251		265		12												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		55

		142		151		24												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		56

		262		276		44												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		57

		20		25		10												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		58

		179		191		18												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		59

		86		95		85												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		60

		225		240		25												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		61

		247		261		12												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		62

		63		71		86												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		63

		120		127		46												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		64

		200		214		62												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		65

		95		103		35												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		66

		119		129		42												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		67

		221		234		42												58		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		68

		102		109		11												59		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		69

		23		28		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		1

		28		35		92												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		2

		76		84		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		3

		89		97		108												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		4

		113		121		42												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		5

		128		137		93												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		6

		160		169		80												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		7

		169		181		91												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		8

		181		192		112												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		9

		222		236		25												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		10

		277		293		28												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		11

		282		298		9												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		12

		231		246		13												62		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		13

		167		177		73												64		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		14

		154		163		93												65		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		15

		280		296		101												68		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		16

		201		216		41												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		17

		261		275		32												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		18

		24		29		61												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		19

		26		31		7						11						70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		20

		56		64		107												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		21

		59		67		86												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		22

		148		156		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		23

		166		175		60												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		24

		216		230		42												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		25

		235		249		82												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		26

		265		279		10												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		27

		266		280		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		28

		272		286		85												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		29

		286		302		102												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		30

		271		285		93												71		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		31

		118		128		30												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		32

		145		155		14												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		33

		292		308		81												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		34

		32		39		29												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		35

		184		195		30												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		36

		51		60		73												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		37

		58		66		92												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		38

		104		112		102												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		39

		107		115		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		40

		220		235		27												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		41

		289		303		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		42

		49		58		73												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		43

		123		131		8												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		44

		50		59		7												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		45

		64		72		93												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		46

		91		98		18												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		47

		147		157		13												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		48

		3		8		18												79		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		49

		14		19		11												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		50

		22		27		81												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		51

		88		96		90												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		52

		172		184		93												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		53

		177		188		112												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		54

		285		301		9												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		55

		33		41		64												81		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		56

		124		133		13												82		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		57

		191		202		101												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		58

		249		262		73												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		59

		250		264		101												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		60

		252		266		90												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		61

		60		68		93												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		62

		269		283		90												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		63

		180		190		17												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		64

		258		273		106												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		65

		182		193		39												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		66

		260		274		65												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		67

		223		237		67												89		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		68

		54		63		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		62		70		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		162		171		84												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		165		174		118												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		176		189		108												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		208		222		72												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		278		294		45												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		164		173		45												92		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		5		10		18												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		183		194		64												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		10

		163		172		29												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		11

		178		187		18												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		12

		194		205		86												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		13

		207		221		12												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		14

		259		272		18												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		15

		275		292		17												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		16

		48		57		12												96		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		17

		46		54		38												98		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		18

		72		80		17												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		19

		189		198		101												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		20

		227		243		122												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		21

		256		269		89												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		22

		290		306		91												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		23

		94		102		44												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		24

		196		210		18												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		25

		31		40		35												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		26

		93		101		23												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		27

		192		203		89												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		28

		212		226		80												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		29

		213		227		18												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		30

		228		241		27												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		31

		281		297		102												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		32

		35		42		18												109		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		33

		97		105		35												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		34

		156		165		89												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		35

		197		211		81												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		36

		244		258		57												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		37

		257		271		80												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		38

		36		44		13												111		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		39

		29		36		18												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		40

		109		117		82												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		41

		226		238		120												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		42

		55		62		86												116		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		43

		71		78		18												118		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		44

		27		33		88												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		1

		34		43		8												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		2

		69		77		80												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		3

		79		87		72												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		4

		101		110		74												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		5

		112		122		27												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		6

		190		201		10												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		7

		195		209		82												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		8

		206		220		102												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		9

		219		231		36												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		10

		291		307		18												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		11

		161		170		18												124		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		12

		293		309		17												125		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		13

		137		145		39												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		14

		233		247		86												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		15

		131		140		81												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		16

		241		256		29												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		17

		270		284		88												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		18

		7		12		17												132		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		19

		144		154		102												133		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		20

		8		13		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		21

		274		290		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		22

		127		136		87												140		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		23

		232		245		101												141		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		24

		149		159		92												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		25

		224		239		69												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		26

		168		179		93												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		27

		173		183		91												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		28

		111		119		18												145		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		29

		229		242		41												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		30

		253		268		93												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		31

		210		223		94												147		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		32

		80		88		14												148		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		33

		98		104		67												150		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		117		126		35												154		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		193		204		90												155		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		125		134		81												160		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		236		250		17												161		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		209		225		90												165		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		16		21		85												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		40		48		89												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		276		291		84												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		171		180		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		1

		254		267		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		2

		52		56		101												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		3

		152		158		89												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		4

		77		85		45												190		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		5

		264		277		8												192		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		6

		85		93		105												195		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		7

		43		50		106												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		8

		170		182		85												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		9

		263		278		102												206		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		10

		153		162		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		11

		211		224		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		12

		45		53		65												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		13

		242		255		36												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		14

		18		23		18												219		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		15

		287		304		92												226		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		16

		243		257		42												232		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		17

		202		215		32												240		4時間以上 ジカンイジョウ		1

		42		51		18												273		4時間以上 ジカンイジョウ		2

		132		139		18												337		4時間以上 ジカンイジョウ		3

		146		153		13												770		4時間以上 ジカンイジョウ		4

																		85.5053763441



1回当たりの相談に要した時間



1分未満	

14	1分以上	
10分未満	

8	10分以上	
30分未満	

27	30分以上	
１時間未満	

69	1時間以上	
1時間半未満	



68	1時間半以上	
2時間未満	



44	2時間以上	
2時間半未満	

33	2時間半以上	
3時間未満	

9	3時間以上	
4時間未満	

17	4時間以上	

4	









1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	14	8	27	69	68	44	33	9	17	4	1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	4.778156996587031E-2	2.7303754266211604E-2	9.2150170648464161E-2	0.23549488054607509	0.23208191126279865	0.15017064846416384	0.11262798634812286	3.0716723549488054E-2	5.8020477815699661E-2	1.3651877133105802E-2	





⑥相談に要した時間



				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上		相談総数 ソウダン ソウスウ

				14		8		27		69		175		293

				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		59.7%		100.0%





1件の相談時間



1分未満	[系列名], [値]

4.78％





14	1分以上10分未満	[系列名], [値]

2.73％





8	10分以上30分未満	[系列名], [値]

9.22％





27	30分以上１時間未満	[系列名], [値]

23.55％





69	1時間以上	[系列名], [値]

59.73％





175	







⑦情報入手経路10表7



				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明		総件数 ソウケンスウ

				1		2		0		7		0		8		154		293

				0.3%		0.7%		0.0%		2.4%		0.0%		2.7%		52.6%		100.0%

				※各項合計数が総件数と合わない。実数としては172 カクコウ ゴウケイ スウ ソウケンスウ ア ジッスウ

																表07 ヒョウ

																														グラフ10



情報入手経路





行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	3.4129692832764505E-3	6.8259385665529011E-3	0	2.3890784982935155E-2	0	2.7303754266211604E-2	0.52559726962457343	







⑧性暴力被害の内容 (修正)11

		性暴力被害の内容

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		その他 タ		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ														レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		その他 タ

				55		46		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		0		0														55		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		46

																																														21%		17%		12%		8%		7%		5%		4%		3%		2%		2%		2%		0%		18%

				集約 シュウヤク

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				102		32		29		18		11		4		5		12		46



																						グラフ11



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	その他	55	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	46	



追加報告書よりコピペ重複被害12表8_9_11

				0個		1個		2個		3個		4個		合計						被害の重複 ヒガイ チョウフク																				２つ以上の該当件数		２つ該当件数		３つ該当件数		４つ該当件数

		10代		32		31		8		1		0		72						10代		9																		45		35		6		4

		20代		28		59		14		3		1		105						20代		18																		組合せ総数		２つ該当組合せ総数		３つ該当組合せ総数		４つ該当組合せ総数

		30代		9		20		2		1		2		34						30代		5																		77		35		18		24

		40代		8		16		5		1		1		31						40代		7

		50代		5		7		0		0		0		12						50代		0																				表11 ヒョウ

		60代		1		0		0		0		0		1						60代		0

		不明		10		22		6		0		0		38						不明		6

		合計		93		155		35		6		4		293

		割合		31.70%		52.90%		11.90%		2.00%		1.40%		 

														表08　報告書よりコピペ ヒョウ ホウコクショ



						2個		3個		4個		合計

				10代		8		1		0		9

				20代		14		3		1		18

				30代		2		1		2		5

				40代		5		1		1		7

				50代		0		0		0		0

				60代		0		0		0		0

				不明		6		0		0		6

				合計		35		6		4		45

												表09



被害の重複（年代別）



10代	20代	30代	40代	50代	60代	不明	9	18	5	7	0	0	6	







コピペ表10

				レイプ		レイプ未遂		性虐待		強制わいせつ		デートDV／DV		AV強要		リベンジポルノ		デジタル性暴力		ストーカー		痴漢、盗撮		JKビジネスでの被害		援助交際での被害		風俗営業等での被害		セクハラ		その他

		レイプ未遂		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		性虐待		4		1		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		強制わいせつ		11		1		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デートDV
／DV		3		0		0		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		AV強要		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		リベンジ
ポルノ		3		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デジタル
性暴力		5		0		1		0		2		0		3		 		 		 		 		 		 		 		 

		ストーカー		0		0		0		0		0		0		1		0		 		 		 		 		 		 		 

		痴漢、盗撮		3		0		2		2		0		0		2		3		0		 		 		 		 		 		 

		JKビジネス
での被害		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 

		援助交際
での被害		1		0		1		0		0		0		1		2		0		1		0		 		 		 		 

		風俗営業等
での被害		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 

		セクハラ		4		0		0		4		0		0		0		0		1		1		0		0		0		 		 

		その他		2		0		2		1		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		 

		合計		37		2		8		9		2		0		7		7		2		2		0		0		0		1		0

		割合（n=77)		48.1%		2.6%		10.4%		11.7%		2.6%		0.0%		9.1%		9.1%		2.6%		2.6%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		0.0%





Sheet2

				10代		10代		20代		20代		30代		30代		40代		40代		50代		50代		60代以上		60代以上		不明				合計 ゴウケイ

		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		72				105				34				31				12				1				38				293		0.0%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		33		ERROR:#DIV/0!		72		ERROR:#DIV/0!		21		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		172		ERROR:#DIV/0!

		その他		9		ERROR:#DIV/0!		15		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		8		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		51		ERROR:#DIV/0!

		メンタルのこと		3		ERROR:#DIV/0!		18		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		35		ERROR:#DIV/0!

		家族のこと カゾク		6		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		31		ERROR:#DIV/0!

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		7		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		28		ERROR:#DIV/0!

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		5		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		13		ERROR:#DIV/0!

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		2		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		11		ERROR:#DIV/0!

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!

		お金のこと カネ		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!



				各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

		10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0

		10代		100.0%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0.0%

		20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0

		20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0.0%

		30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0

		30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%

		40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0

		40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0.0%

		50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

		50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

				1		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0.0%

		合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

				100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%

				※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334		1.2184300341

		合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

		357		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		1.2184300341		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334





⑧性暴力被害の内容13表12

		性暴力被害の内容

				レイプ
（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV／
DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46						レイプ未遂 ミスイ		4

																																						性虐待 セイ ギャクタイ		32

				集約 シュウヤク																																		強制わいせつ キョウセイ		43

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ				表12 ヒョウ														デートDV／DV		18

				102		32		29		18		11		4		5		12		46																		AV強要 キョウヨウ		0

																																						リベンジポルノ		7

																																						デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22

																																						ストーカー		4

																																						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																						JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

																																						援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

																																						風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

																																						セクハラ		12

																																						その他 タ		46



																																																		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55						レイプ・強制わいせつ キョウセイ		102

																																																		レイプ未遂 ミスイ		4						性虐待 セイ ギャクタイ		32

																																																		性虐待 セイ ギャクタイ		32						デジタル（リベンジ含む） フク		29

																																																		強制わいせつ キョウセイ		43						デートDV／DV		18

																																																		デートDV／DV		18						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																																		AV強要 キョウヨウ		0						ストーカー		4

																																																		リベンジポルノ		7						援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		5

																																																		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22						セクハラ		12

																																																		ストーカー		4						その他 タ		46

																																																		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55																																												JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

				その他 タ		46																																												援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				強制わいせつ キョウセイ		43																																												風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				性虐待 セイ ギャクタイ		32																																												セクハラ		12

				デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22																																												その他 タ		46

				デートDV／DV		18

				セクハラ		12

				痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				リベンジポルノ		7

				レイプ未遂 ミスイ		4

				ストーカー		4

				援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				AV強要 キョウヨウ		0

				JKビジネスでの被害 ヒガイ		0										グラフ13（413追加） ツイカ



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ	
（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ	
未遂	性虐待	強制	
わいせつ	デートDV／	
DV	AV強要	リベンジ	
ポルノ	デジタル	
性暴力	ストーカー	痴漢、	
盗撮	JKビジネス	
での被害	援助交	際	
での被害	風俗営業等	
での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	





性暴力被害の類型



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







⑨各年代ごとの被害の割合表13

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV
／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業
等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その
他 タ		各年代
の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		14.0%		0.0%		18.0%		24.0%		8.0%		0.0%		2.0%		16.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.0%		2.0%		2.0%		10.0%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		25.0%		0.0%		11.0%		17.0%		8.0%		0.0%		2.0%		5.0%		1.0%		6.0%		0.0%		1.0%		0.0%		6.0%		18.0%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		25.7%		5.7%		8.6%		14.3%		5.7%		0.0%		0.0%		5.7%		2.9%		5.7%		0.0%		2.9%		0.0%		8.6%		14.3%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		24.2%		3.0%		0.0%		12.1%		0.0%		0.0%		9.1%		15.2%		0.0%		6.1%		0.0%		0.0%		0.0%		6.1%		24.2%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		14.3%		28.6%		14.3%		28.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						17.6%		0.0%		20.6%		11.8%		5.9%		0.0%		2.9%		5.9%		5.9%		2.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		26.5%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩被害ごとの年代の割合表14

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		12.7%		0.0%		28.1%		27.9%		22.2%		0.0%		14.3%		36.4%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		100.0%		8.3%		10.9%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		45.5%		0.0%		34.4%		39.5%		44.4%		0.0%		28.6%		22.7%		25.0%		54.5%		0.0%		25.0%		0.0%		50.0%		39.1%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		16.4%		50.0%		9.4%		11.6%		11.1%		0.0%		0.0%		9.1%		25.0%		18.2%		0.0%		25.0%		0.0%		25.0%		10.9%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		14.5%		25.0%		0.0%		9.3%		0.0%		0.0%		42.9%		22.7%		0.0%		18.2%		0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		17.4%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		25.0%		6.3%		2.3%		11.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.2%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						10.9%		0.0%		21.9%		9.3%		11.1%		0.0%		14.3%		9.1%		50.0%		9.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		19.6%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩-2被害年代性別割合

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計 ゴウケイ

		女性		59		95		27		26		10		1		20		238

		男性		9		3		4		3		2		0		5		26

		それ以外 イガイ		1		6		2		1		0		0		0		10

		不明 フメイ		3		1		1		1		0		0		13		19

				72		105		34		31		12		1		38		293





女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	









⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス修正表15_16

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

						合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

						357		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						121.8%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表15 ヒョウ





						各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ						72

				10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0						105

				10代		45.8%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0						34

				20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0						31

				20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0						12

				30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0						1

				30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0						38

				40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0						293

				40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0

				50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

				50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

						100.0%		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0

				合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表16 ヒョウ

						※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク





Sheet4

		合計 ゴウケイ		357		121.8%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		172		58.7%

		その他		51		17.4%

		メンタルのこと		35		11.9%

		家族のこと カゾク		31		10.6%

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		28		9.6%

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		13		4.4%

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		11		3.8%

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		6		2.0%

		お金のこと カネ		5		1.7%

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		5		1.7%

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		0.0%







⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				10代		45.8%		6.9%		8.3%		9.7%		0.0%		4.2%		0.0%		1.4%		0.0%		2.8%		12.5%								34

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				20代		68.6%		2.9%		8.6%		8.6%		1.0%		17.1%		3.8%		0.0%		0.0%		3.8%		14.3%								12

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				30代		61.8%		8.8%		5.9%		17.6%		5.9%		8.8%		0.0%		0.0%		0.0%		2.9%		26.5%								38

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				40代		64.5%		3.2%		9.7%		6.5%		0.0%		19.4%		3.2%		3.2%		0.0%		6.5%		25.8%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.0%		0.0%		8.3%		16.7%		0.0%		8.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		41.7%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

						52.6%		2.6%		23.7%		5.3%		5.3%		10.5%		2.6%		7.9%		0.0%		5.3%		13.2%

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293

						58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%







⑫表12修正（原）

		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		リベンジポルノ		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		セクハラ		その他 タ

		55		43		4		32		22		7		18		11		4		4		1		0		0		12		46



		集約 シュウヤク

		レイプ・強制わいせつ キョウセイ						性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル
（リベンジ含む） フク				デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ								セクハラ		その他 タ

		102						32		29				18		11		4		5								12		46







⑫年代と相談テーマ14

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

																						グラフ14



相談テーマと年代

性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	7	9	6	2	2	0	2	お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	メンタルのこと	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	









⑬相談テーマの年代別の割合 (2)

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293







性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	







その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	







各年代の人数	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	72	105	34	31	12	1	38	







学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	







家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	







お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	







メンタルのこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	







身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	







行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	







気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	







相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	







⑭加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246



		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ





交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	







クラブ活動等コーチ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	







学校の先輩	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	







学校の後輩・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	







アルバイト・職場の上司	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	







アルバイト・職場の同僚・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	







友人・知人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	







SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	







ナンパ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







見知らぬ人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	







その他	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	







元交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	







不明	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	





加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	32	9	12	0	25	5	0	23	0	10	4	7	2	5	8	13	8	0	14	20	1	5	53	61	







配偶者	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	







実父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	







継父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	







その他親族	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	







担任教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







担任以外の教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	







⑭２加害者情報（被害者との関係）26表18元



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246





						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246





						合計 ゴウケイ

				パートナー		53

				家族 カゾク		63

				学校 ガッコウ		26

				職場 ショクバ		21

				友人・知人 ユウジン チジン		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		20

				ナンパ		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		5

				その他 タ		53

				不明 フメイ		61

				合計 ゴウケイ		317



										パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

										53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

										16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%				表18





加害者の属性



[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]

パートナー	家族	学校	職場	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	0.16719242902208201	0.19873817034700317	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	4.4164037854889593E-2	6.3091482649842268E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	0.16719242902208201	0.19242902208201892	53	63	26	21	14	20	1	5	53	61	

加害者と被害者の関係性

交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	元交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	元配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	パートナー	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	11	0	0	4	20	0	3	5	1	0	0	0	0	0	6	3	実父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	継父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	親の交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	祖父・祖母（義祖父母を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他親族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	家族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	1	29	10	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	10	2	担任教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	スト	ーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	担任以外の教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	クラブ活動等コーチ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	学校の先輩	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	学校の後輩・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	学校	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	8	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	アルバイト・職場の上司	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	アルバイト・職場の同僚・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	仕事の客、取引先の人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職場	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	4	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0	友人・知人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	ナンパ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見知らぬ人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	その他	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	不明	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	




表18



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%
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Sheet1

		期間		件数		割合 ワリアイ		割合				不明抜きの割合

		72時間以内		7		8.2%		2.40%				5.60%

		1週間以内		2		2.4%		0.70%				1.60%

		1ｶ月以内		8		9.4%		2.70%				6.40%

		半年以内		13		15.3%		4.40%				10.40%

		1年以内		19		22.4%		6.50%				15.20%

		10年以上前		36		42.4%		12.30%				28.80%

		その他 		40				13.70%				32.00%

		不明		168				57.30%

		合計		293				100.00%
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表・グラフ

		性別 セイベツ

						女性		男性		それ以外		不明		合計

				合計		238		26		10		19		293

		年代 ネンダイ

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%







		性別×年代 セイベツ ネンダイ

						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

		情報入手経路 ジョウホウ ニュウシュ ケイロ

				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明

				1		2		0		7		0		8		154

				0.34%		0.68%		0.00%		2.39%		0.00%		2.73%		52.56%

































		相談テーマ ソウダン

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

				58.70%		4.44%		10.58%		9.56%		1.71%		11.95%		2.05%		1.71%		0.00%		3.75%		17.41%

		年代と相談テーマ ネンダイ ソウダン

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357







		暴力種別の年代別の割合 ボウリョク シュベツ ネンダイベツ ワリアイ

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72

				10代		45.83%		6.94%		8.33%		9.72%		0.00%		4.17%		0.00%		1.39%		0.00%		2.78%		12.50%

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105

				20代		68.57%		2.86%		8.57%		8.57%		0.95%		17.14%		3.81%		0.00%		0.00%		3.81%		14.29%

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34

				30代		61.76%		8.82%		5.88%		17.65%		5.88%		8.82%		0.00%		0.00%		0.00%		2.94%		26.47%

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31

				40代		64.52%		3.23%		9.68%		6.45%		0.00%		19.35%		3.23%		3.23%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.00%		0.00%		8.33%		16.67%		0.00%		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		41.67%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		年代と相談テーマの数 ネンダイ ソウダン スウ

				相談1件当たりのテーマの数 ソウダン ケン ア スウ		0個		1個		2個		3個		4個		5個		6個		7個		8個		9個		10個		11個		12個		合計 ゴウケイ

				10代		46		19		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72

				20代		62		26		14		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105

				30代		17		10		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34

				40代		14		10		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31

				50代		5		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12

				60代以上		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		19		11		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38

				合計 ゴウケイ		163		82		41		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		293

		スクリーニング

				1.本SNS相談の対応のみで終了 ホン ソウダン タイオウ シュウリョウ		2.必要な情報の提供を行った ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ オコナ		3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った ヒツヨウ シャカイ シゲン ソウダン サキ テイキョウ オコナ		4.来所面談を行った ライ ショ メンダン オコナ		5.同行支援を行った ドウコウ シエン オコナ		6.その他 タ

				217		71		35		0		0		20

				74.06%		24.23%		11.95%		0.00%		0.00%		6.83%





		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ

				交際相手 コウサイ アイテ		元交際相手 モト コウサイ アイテ		配偶者 ハイグウシャ		元配偶者 モト ハイグウシャ		実父 ジップ		継父 ケイ チチ		親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		その他親族 タ シンゾク		担任教師 タンニン キョウシ		担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		学校の先輩 ガッコウ センパイ		学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				22		7		10		0		20		4		0		17		0		8		4		6		1		5		7		8		4		0		11		18		1		3		41

				7.51%		2.39%		3.41%		0.00%		6.83%		1.37%		0.00%		5.80%		0.00%		2.73%		1.37%		2.05%		0.34%		1.71%		2.39%		2.73%		1.37%		0.00%		3.75%		6.14%		0.34%		1.02%		13.99%

		相談時間 ソウダン ジカン

				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上

				14		8		27		69		175

				4.78%		2.73%		9.22%		23.55%		59.73%

		居住地 キョジュウチ

				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293





		婚姻状況 コンイン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				既婚		24

				死別		0

				未婚		72

				離婚		0

				離婚協議		0

				離婚裁判		1

				離婚審判		0

				離婚調停		0

				不明 フメイ		196

				合計 ゴウケイ		293

		家族構成 カゾク コウセイ

				構成 コウセイ		件数 ケンスウ

				同居		61

				独居		0

				別居		10

				不明 フメイ		222

				合計 ゴウケイ		293

		就労状況 シュウロウ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				有 アリ		43

				無 ナシ		26

				不明 フメイ		224

				合計 ゴウケイ		293

		就学/就労 シュウガク シュウロウ

				職業 ショクギョウ		件数 ケンスウ

				小学生 ショウガクセイ		2

				中学生 チュウガクセイ		4

				高校生 コウコウセイ		11

				大学生 ダイガクセイ		6

				大学院生 ダイガク インセイ		0

				正社員 セイシャイン		3

				契約社員 ケイヤク シャイン		1

				パート		2

				派遣 ハケン		1

				風俗嬢 フウゾク ジョウ		1

				福祉的就労 フクシテキ シュウロウ		0

				その他 タ		15

				不明 フメイ		247

				合計 ゴウケイ		293



		医療機関受診状況 イリョウ キカン ジュシン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				身体の疾患		5

				精神疾患		38

				無		22

				不明 フメイ		228

				合計 ゴウケイ		293

		障がいの有無 ショウ ウム

				種類 シュルイ		件数 ケンスウ

				身体		0

				精神		18

				知的		0

				発達		1

				無		9

				不明 フメイ		265

				合計 ゴウケイ		293

		経済状況 ケイザイ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				家計が苦しい		10

				家計に問題はない		4

				所持金がない		2

				その他		7

				不明 フメイ		270

				合計 ゴウケイ		293





		緊急支援の必要性 キンキュウ シエン ヒツヨウセイ

				有無 ウム		件数 ケンスウ

				有		18

				無		132

				不明 フメイ		143

				合計 ゴウケイ		293

		性暴力害の内容 セイ ボウリョク ガイ ナイヨウ

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		72

				10代		9.72%		0.00%		12.50%		16.67%		5.56%		0.00%		1.39%		11.11%		0.00%		0.00%		0.00%		2.78%		1.39%		1.39%		6.94%

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		105

				20代		23.81%		0.00%		10.48%		16.19%		7.62%		0.00%		1.90%		4.76%		0.95%		5.71%		0.00%		0.95%		0.00%		5.71%		17.14%

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		34

				30代		26.47%		5.88%		8.82%		14.71%		5.88%		0.00%		0.00%		5.88%		2.94%		5.88%		0.00%		2.94%		0.00%		8.82%		14.71%

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		31

				40代		25.81%		3.23%		0.00%		12.90%		0.00%		0.00%		9.68%		16.13%		0.00%		6.45%		0.00%		0.00%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12

				50代		0.00%		8.33%		16.67%		8.33%		16.67%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.33%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

		加害者情報と性被害 カガイシャジョウホウ セイヒガイ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246
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相談者の男女比











女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	

家族構成



件数	同居	独居	別居	不明	61	0	10	222	







就労状況



件数	有	無	不明	43	26	224	







就学／就労



件数	

小学生	中学生	高校生	大学生	大学院生	正社員	契約社員	パート	派遣	風俗嬢	福祉的就労	その他	不明	2	4	11	6	0	3	1	2	1	1	0	15	247	





医療機関受診状況



件数	身体の疾患	精神疾患	無	不明	5	38	22	228	







障がいの有無



件数	身体	精神	知的	発達	無	不明	0	18	0	1	9	265	







経済状況



件数	家計が苦しい	家計に問題はない	所持金がない	その他	不明	10	4	2	7	270	







緊急支援の必要性



件数	有	無	不明	18	132	143	







相談テーマと年代



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性	虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	9	2	2	4	1	3	0	2	5	合計	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	









相談テーマの年代別の割合



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.45833333333333331	6.9444444444444448E-2	8.3333333333333329E-2	9.7222222222222224E-2	0	4.1666666666666664E-2	0	1.3888888888888888E-2	0	2.7777777777777776E-2	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.68571428571428572	2.8571428571428571E-2	8.5714285714285715E-2	8.5714285714285715E-2	9.5238095238095247E-3	0.17142857142857143	3.8095238095238099E-2	0	0	3.8095238095238099E-2	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.61764705882352944	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0	0	0	2.9411764705882353E-2	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.64516129032258063	3.2258064516129031E-2	9.6774193548387094E-2	6.4516129032258063E-2	0	0.19354838709677419	3.2258064516129031E-2	3.2258064516129031E-2	0	6.4516129032258063E-2	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.5	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	8.3333333333333329E-2	0	0	0	0	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	







加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	22	7	10	0	20	4	0	17	0	8	4	6	1	5	7	8	4	0	11	18	1	3	41	





「CureTime」情報の入手経路



行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	







性暴力害の内容



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	







性暴力害内容の年代別の割合



10代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	9.7222222222222224E-2	0	0.125	0.16666666666666666	5.5555555555555552E-2	0	1.3888888888888888E-2	0.1111111111111111	0	0	0	2.7777777777777776E-2	1.3888888888888888E-2	1.3888888888888888E-2	6.9444444444444448E-2	20代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.23809523809523808	0	0.10476190476190476	0.16190476190476191	7.6190476190476197E-2	0	1.9047619047619049E-2	4.7619047619047616E-2	9.5238095238095247E-3	5.7142857142857141E-2	0	9.5238095238095247E-3	0	5.7142857142857141E-2	0.17142857142857143	30代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.26470588235294118	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	5.8823529411764705E-2	0	0	5.8823529411764705E-2	2.9411764705882353E-2	5.8823529411764705E-2	0	2.9411764705882353E-2	0	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	40代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.25806451612903225	3.2258064516129031E-2	0	0.12903225806451613	0	0	9.6774193548387094E-2	0.16129032258064516	0	6.4516129032258063E-2	0	0	0	6.4516129032258063E-2	0.25806451612903225	50代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3333333333333329E-2	60代以上	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代別の男女比



女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	59	95	27	26	10	1	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	9	3	4	3	2	0	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	1	6	2	1	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	3	1	1	1	0	0	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	72	105	34	31	12	1	







相談テーマ



性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	







相談テーマと年代（不明を除く）



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職	場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代と相談テーマ数



10代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	46	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	62	26	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	17	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	14	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60代以上	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







スクリーニング



1.本SNS相談の対応のみで終了	2.必要な情報の提供を行った	3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った	4.来所面談を行った	5.同行支援を行った	6.その他	217	71	35	0	0	20	







相談時間数



1分未満	1分以上10分未満	10分以上30分未満	30分以上１時間未満	1時間以上	14	8	27	69	175	







相談者の居住地(不明抜き)



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





婚姻状況



件数	既婚	死別	未婚	離婚	離婚協議	離婚裁判	離婚審判	離婚調停	不明	24	0	72	0	0	1	0	0	196	









casya（①相談者内訳）不使用



				女性		男性		それ以外		不明		合計				表01関連 ヒョウ カンレン

				238		26		10		19		293

																												グラフ01関連 カンレン



相談者の男女それ以外比













女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	





②相談者の性別・年齢 (修正)2_4



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						不明 フメイ		それ以外 イガイ		男性		女性		合計 ゴウケイ

				10代		3		1		9		59		72

				20代		1		6		3		95		105

				30代		1		2		4		27		34

				40代		1		1		3		26		31

				50代		0		0		2		10		12

				60代以上		0		0		0		1		1

				不明		13		0		5		20		38

				合計 ゴウケイ		19		10		26		238		293

																																		グラフ02

																																		グラフ04



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％





38	





各年代での男女それ以外比



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	







年代別男女それ以外数比較



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	それ以外	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	男性	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	











②相談者の性別・年齢3表2_3



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計				表02 ヒョウ

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293				表03 ヒョウ

												グラフ03



				女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

		10代		59		9		1		3		72

				20.1%		3.1%		0.3%		1.0%		24.6%

		20代		95		3		6		1		105

				32.4%		1.0%		2.0%		0.3%		35.8%

		30代		27		4		2		1		34

				9.2%		1.4%		0.7%		0.3%		11.6%

		40代		26		3		1		1		31

				8.9%		1.0%		0.3%		0.3%		10.6%

		50代		10		2		0		0		12

				3.4%		0.7%		0.0%		0.0%		4.1%

		60代以上		1		0		0		0		1

				0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.3%

		不明		20		5		0		13		38

				6.8%		1.7%		0.0%		4.4%		13.0%

		合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				81.2%		8.9%		3.4%		6.5%		100.0%



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	







年代別男女それ以外数比較



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	











③相談者の居住地5_6



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293



																				グラフ05



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				不明 フメイ		96

				東京都		24

				北海道 ホッカイドウ		18

				神奈川県		18

				埼玉県		13

				長崎県		13

				愛知県		11

				京都府		11

				千葉県		9

				大阪府		8

				福岡県		7

				兵庫県		6

				熊本県		6

				長野県		5

				福島県		4

				岐阜県		4

				奈良県		4

				鳥取県		4

				広島県		4

				宮城県		3

				山形県		3

				島根県		3

				岩手県		2

				新潟県		2

				香川県		2

				鹿児島県		2

				青森県		1

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				富山県		1

				石川県		1																		グラフ06

				静岡県		1

				和歌山県		1

				岡山県		1

				山口県		1

				沖縄県		1

				秋田県		0

				福井県		0

				山梨県		0

				三重県		0

				滋賀県		0

				徳島県		0

				愛媛県		0

				高知県		0

				佐賀県		0

				大分県		0

				宮崎県		0

				合計 ゴウケイ		293





居住地別件数



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





居住地別相談件数（相談件数ソート）





東京都	北海道	神奈川県	埼玉県	長崎県	愛知県	京都府	千葉県	大阪府	福岡県	兵庫県	熊本県	長野県	福島県	岐阜県	奈良県	鳥取県	広島県	宮城県	山形県	島根県	岩手県	新潟県	香川県	鹿児島県	青森県	茨城県	栃木県	群馬県	富山県	石川県	静岡県	和歌山県	岡山県	山口県	沖縄県	秋田県	福井県	山梨県	三重県	滋賀県	徳島県	愛媛県	高知県	佐賀県	大分県	宮崎県	24	18	18	13	13	11	11	9	8	7	6	6	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







④相談件数（曜日別）7表4



				月		水		金		土

				91		74		76		60



										表04 ヒョウ

																												グラフ07



曜日別相談件数



[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]

月	水	金	土	91	74	76	60	



⑤相談件数（時間帯別）8表5



				時間帯		件数

				16時台		52

				17時台		66

				18時台		49

				19時台		55

				20時台		67

				21時台		4

				計 ケイ		293



																								グラフ08

				時間帯		16時台		17時台		18時台		19時台		20時台		21時台		計 ケイ

				件数		52		66		49		55		67		4		293



																		表05 ヒョウ



時間帯別相談件数



件数	

16時台	17時台	18時台	19時台	20時台	21時台	52	66	49	55	67	4	







20200311相談時間 (⑥関連)9表6

		1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		相談総数 ソウダン ソウスウ				表06 ヒョウ

		14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		293

		4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%		100.0%





		ID		受付番号		入力者ID		相談種別		受付日時 年		受付日時 月		受付日時 日		受付日時 曜日		相談時間 分		時間範囲整理 ジカン ハンイ セイリ		各件数 カク ケンスウ

		2		3		96														1分未満 フン ミマン		1

		10		15		44														1分未満 フン ミマン		2

		30		37		81														1分未満 フン ミマン		3

		39		47		93														1分未満 フン ミマン		4

		44		52		25														1分未満 フン ミマン		5

		53		61		12														1分未満 フン ミマン		6

		61		69		85														1分未満 フン ミマン		7

		84		90		2														1分未満 フン ミマン		8

		87		94		94														1分未満 フン ミマン		9

		139		148		60														1分未満 フン ミマン		10

		141		150		64														1分未満 フン ミマン		11

		143		152		62														1分未満 フン ミマン		12

		159		166		3														1分未満 フン ミマン		13

		267		281		10														1分未満 フン ミマン		14

		174		186		93												4		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		66		74		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2

		67		75		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3

		205		219		45												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4

		215		229		18												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		75		83		80												7		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6				グラフ09

		288		305		86												8		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		1		1		1												9		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		92		100		18												13		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		47		55		26												14		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2				1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		平均 ヘイキン		相談総数 ソウダン ソウスウ

		78		86		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3				14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		85.5		293

		140		149		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%

		37		45		18												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		99		107		44												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6

		25		30		26												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		41		49		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		82		92		10												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		9

		108		116		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		10

		65		73		86												19		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		11

		114		124		35												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		12

		133		142		17												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		13

		157		167		92												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		14

		199		213		82												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		15

		217		233		20												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		16

		130		141		113												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		17

		135		143		62												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		18

		38		46		8												23		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		19

		11		16		34												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		20

		175		185		87												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		21

		203		218		24												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		22

		81		91		73												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		23

		116		125		42												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		24

		237		251		108												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		25

		17		22		81												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		26

		186		197		39												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		27

		15		20		90												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		1

		21		26		18												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		2

		83		89		72												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		3

		129		138		107												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		4

		134		144		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		5

		138		147		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		6

		150		160		85												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		7

		155		164		92												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		8

		68		76		18												31		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		9

		9		14		33												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		10

		246		260		26												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		11

		19		24		45												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		12

		188		200		73												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		13

		218		232		46												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		14

		255		270		90												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		15

		12		17		65												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		16

		240		254		57												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		17

		100		108		57												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		18

		198		212		17												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		19

		283		299		7												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		20

		13		18		102												37		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		21

		57		65		93												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		22

		96		106		23												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		23

		187		199		8												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		24

		70		79		84												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		25

		106		114		91												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		26

		214		228		106												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		27

		239		253		42												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		28

		73		81		84												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		29

		185		196		44												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		30

		110		120		112												42		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		31

		90		99		81												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		32

		121		130		46												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		33

		105		113		11												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		34

		126		135		8												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		35

		230		244		42												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		36

		74		82		18												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		37

		151		161		93												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		38

		234		248		91												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		39

		245		259		26												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		40

		268		282		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		41

		279		295		24												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		42

		284		300		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		43

		115		123		46												46		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		44

		6		11		18												47		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		45

		273		287		90												48		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		46

		158		168		92												49		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		47

		4		9		24												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		48

		103		111		9												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		49

		122		132		84												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		50

		136		146		62												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		51

		204		217		61												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		52

		238		252		29												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		53

		248		263		11												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		54

		251		265		12												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		55

		142		151		24												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		56

		262		276		44												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		57

		20		25		10												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		58

		179		191		18												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		59

		86		95		85												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		60

		225		240		25												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		61

		247		261		12												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		62

		63		71		86												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		63

		120		127		46												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		64

		200		214		62												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		65

		95		103		35												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		66

		119		129		42												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		67

		221		234		42												58		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		68

		102		109		11												59		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		69

		23		28		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		1

		28		35		92												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		2

		76		84		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		3

		89		97		108												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		4

		113		121		42												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		5

		128		137		93												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		6

		160		169		80												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		7

		169		181		91												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		8

		181		192		112												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		9

		222		236		25												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		10

		277		293		28												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		11

		282		298		9												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		12

		231		246		13												62		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		13

		167		177		73												64		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		14

		154		163		93												65		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		15

		280		296		101												68		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		16

		201		216		41												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		17

		261		275		32												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		18

		24		29		61												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		19

		26		31		7						11						70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		20

		56		64		107												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		21

		59		67		86												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		22

		148		156		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		23

		166		175		60												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		24

		216		230		42												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		25

		235		249		82												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		26

		265		279		10												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		27

		266		280		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		28

		272		286		85												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		29

		286		302		102												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		30

		271		285		93												71		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		31

		118		128		30												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		32

		145		155		14												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		33

		292		308		81												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		34

		32		39		29												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		35

		184		195		30												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		36

		51		60		73												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		37

		58		66		92												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		38

		104		112		102												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		39

		107		115		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		40

		220		235		27												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		41

		289		303		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		42

		49		58		73												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		43

		123		131		8												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		44

		50		59		7												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		45

		64		72		93												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		46

		91		98		18												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		47

		147		157		13												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		48

		3		8		18												79		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		49

		14		19		11												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		50

		22		27		81												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		51

		88		96		90												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		52

		172		184		93												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		53

		177		188		112												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		54

		285		301		9												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		55

		33		41		64												81		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		56

		124		133		13												82		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		57

		191		202		101												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		58

		249		262		73												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		59

		250		264		101												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		60

		252		266		90												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		61

		60		68		93												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		62

		269		283		90												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		63

		180		190		17												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		64

		258		273		106												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		65

		182		193		39												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		66

		260		274		65												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		67

		223		237		67												89		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		68

		54		63		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		62		70		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		162		171		84												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		165		174		118												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		176		189		108												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		208		222		72												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		278		294		45												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		164		173		45												92		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		5		10		18												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		183		194		64												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		10

		163		172		29												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		11

		178		187		18												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		12

		194		205		86												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		13

		207		221		12												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		14

		259		272		18												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		15

		275		292		17												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		16

		48		57		12												96		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		17

		46		54		38												98		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		18

		72		80		17												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		19

		189		198		101												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		20

		227		243		122												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		21

		256		269		89												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		22

		290		306		91												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		23

		94		102		44												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		24

		196		210		18												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		25

		31		40		35												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		26

		93		101		23												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		27

		192		203		89												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		28

		212		226		80												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		29

		213		227		18												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		30

		228		241		27												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		31

		281		297		102												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		32

		35		42		18												109		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		33

		97		105		35												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		34

		156		165		89												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		35

		197		211		81												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		36

		244		258		57												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		37

		257		271		80												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		38

		36		44		13												111		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		39

		29		36		18												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		40

		109		117		82												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		41

		226		238		120												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		42

		55		62		86												116		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		43

		71		78		18												118		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		44

		27		33		88												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		1

		34		43		8												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		2

		69		77		80												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		3

		79		87		72												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		4

		101		110		74												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		5

		112		122		27												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		6

		190		201		10												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		7

		195		209		82												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		8

		206		220		102												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		9

		219		231		36												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		10

		291		307		18												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		11

		161		170		18												124		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		12

		293		309		17												125		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		13

		137		145		39												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		14

		233		247		86												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		15

		131		140		81												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		16

		241		256		29												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		17

		270		284		88												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		18

		7		12		17												132		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		19

		144		154		102												133		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		20

		8		13		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		21

		274		290		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		22

		127		136		87												140		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		23

		232		245		101												141		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		24

		149		159		92												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		25

		224		239		69												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		26

		168		179		93												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		27

		173		183		91												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		28

		111		119		18												145		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		29

		229		242		41												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		30

		253		268		93												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		31

		210		223		94												147		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		32

		80		88		14												148		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		33

		98		104		67												150		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		117		126		35												154		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		193		204		90												155		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		125		134		81												160		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		236		250		17												161		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		209		225		90												165		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		16		21		85												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		40		48		89												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		276		291		84												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		171		180		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		1

		254		267		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		2

		52		56		101												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		3

		152		158		89												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		4

		77		85		45												190		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		5

		264		277		8												192		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		6

		85		93		105												195		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		7

		43		50		106												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		8

		170		182		85												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		9

		263		278		102												206		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		10

		153		162		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		11

		211		224		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		12

		45		53		65												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		13

		242		255		36												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		14

		18		23		18												219		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		15

		287		304		92												226		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		16

		243		257		42												232		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		17

		202		215		32												240		4時間以上 ジカンイジョウ		1

		42		51		18												273		4時間以上 ジカンイジョウ		2

		132		139		18												337		4時間以上 ジカンイジョウ		3

		146		153		13												770		4時間以上 ジカンイジョウ		4

																		85.5053763441



1回当たりの相談に要した時間



1分未満	

14	1分以上	
10分未満	

8	10分以上	
30分未満	

27	30分以上	
１時間未満	

69	1時間以上	
1時間半未満	



68	1時間半以上	
2時間未満	



44	2時間以上	
2時間半未満	

33	2時間半以上	
3時間未満	

9	3時間以上	
4時間未満	

17	4時間以上	

4	









1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	14	8	27	69	68	44	33	9	17	4	1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	4.778156996587031E-2	2.7303754266211604E-2	9.2150170648464161E-2	0.23549488054607509	0.23208191126279865	0.15017064846416384	0.11262798634812286	3.0716723549488054E-2	5.8020477815699661E-2	1.3651877133105802E-2	





⑥相談に要した時間



				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上		相談総数 ソウダン ソウスウ

				14		8		27		69		175		293

				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		59.7%		100.0%





1件の相談時間



1分未満	[系列名], [値]

4.78％





14	1分以上10分未満	[系列名], [値]

2.73％





8	10分以上30分未満	[系列名], [値]

9.22％





27	30分以上１時間未満	[系列名], [値]

23.55％





69	1時間以上	[系列名], [値]

59.73％





175	







⑦情報入手経路10表7



				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明		総件数 ソウケンスウ

				1		2		0		7		0		8		154		293

				0.3%		0.7%		0.0%		2.4%		0.0%		2.7%		52.6%		100.0%

				※各項合計数が総件数と合わない。実数としては172 カクコウ ゴウケイ スウ ソウケンスウ ア ジッスウ

																表07 ヒョウ

																														グラフ10



情報入手経路





行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	3.4129692832764505E-3	6.8259385665529011E-3	0	2.3890784982935155E-2	0	2.7303754266211604E-2	0.52559726962457343	







⑧性暴力被害の内容 (修正)11

		性暴力被害の内容

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		その他 タ		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ														レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		その他 タ

				55		46		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		0		0														55		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		46

																																														21%		17%		12%		8%		7%		5%		4%		3%		2%		2%		2%		0%		18%

				集約 シュウヤク

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				102		32		29		18		11		4		5		12		46



																						グラフ11



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	その他	55	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	46	



追加報告書よりコピペ重複被害12表8_9_11

				0個		1個		2個		3個		4個		合計						被害の重複 ヒガイ チョウフク																				２つ以上の該当件数		２つ該当件数		３つ該当件数		４つ該当件数

		10代		32		31		8		1		0		72						10代		9																		45		35		6		4

		20代		28		59		14		3		1		105						20代		18																		組合せ総数		２つ該当組合せ総数		３つ該当組合せ総数		４つ該当組合せ総数

		30代		9		20		2		1		2		34						30代		5																		77		35		18		24

		40代		8		16		5		1		1		31						40代		7

		50代		5		7		0		0		0		12						50代		0																				表11 ヒョウ

		60代		1		0		0		0		0		1						60代		0

		不明		10		22		6		0		0		38						不明		6

		合計		93		155		35		6		4		293

		割合		31.70%		52.90%		11.90%		2.00%		1.40%		 

														表08　報告書よりコピペ ヒョウ ホウコクショ



						2個		3個		4個		合計

				10代		8		1		0		9

				20代		14		3		1		18

				30代		2		1		2		5

				40代		5		1		1		7

				50代		0		0		0		0

				60代		0		0		0		0

				不明		6		0		0		6

				合計		35		6		4		45

												表09



被害の重複（年代別）



10代	20代	30代	40代	50代	60代	不明	9	18	5	7	0	0	6	







コピペ表10

				レイプ		レイプ未遂		性虐待		強制わいせつ		デートDV／DV		AV強要		リベンジポルノ		デジタル性暴力		ストーカー		痴漢、盗撮		JKビジネスでの被害		援助交際での被害		風俗営業等での被害		セクハラ		その他

		レイプ未遂		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		性虐待		4		1		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		強制わいせつ		11		1		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デートDV
／DV		3		0		0		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		AV強要		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		リベンジ
ポルノ		3		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デジタル
性暴力		5		0		1		0		2		0		3		 		 		 		 		 		 		 		 

		ストーカー		0		0		0		0		0		0		1		0		 		 		 		 		 		 		 

		痴漢、盗撮		3		0		2		2		0		0		2		3		0		 		 		 		 		 		 

		JKビジネス
での被害		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 

		援助交際
での被害		1		0		1		0		0		0		1		2		0		1		0		 		 		 		 

		風俗営業等
での被害		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 

		セクハラ		4		0		0		4		0		0		0		0		1		1		0		0		0		 		 

		その他		2		0		2		1		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		 

		合計		37		2		8		9		2		0		7		7		2		2		0		0		0		1		0

		割合（n=77)		48.1%		2.6%		10.4%		11.7%		2.6%		0.0%		9.1%		9.1%		2.6%		2.6%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		0.0%





Sheet2

				10代		10代		20代		20代		30代		30代		40代		40代		50代		50代		60代以上		60代以上		不明				合計 ゴウケイ

		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		72				105				34				31				12				1				38				293		0.0%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		33		ERROR:#DIV/0!		72		ERROR:#DIV/0!		21		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		172		ERROR:#DIV/0!

		その他		9		ERROR:#DIV/0!		15		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		8		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		51		ERROR:#DIV/0!

		メンタルのこと		3		ERROR:#DIV/0!		18		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		35		ERROR:#DIV/0!

		家族のこと カゾク		6		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		31		ERROR:#DIV/0!

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		7		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		28		ERROR:#DIV/0!

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		5		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		13		ERROR:#DIV/0!

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		2		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		11		ERROR:#DIV/0!

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!

		お金のこと カネ		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!



				各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

		10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0

		10代		100.0%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0.0%

		20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0

		20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0.0%

		30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0

		30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%

		40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0

		40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0.0%

		50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

		50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

				1		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0.0%

		合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

				100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%

				※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334		1.2184300341

		合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

		357		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		1.2184300341		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334





⑧性暴力被害の内容13表12

		性暴力被害の内容

				レイプ
（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV／
DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46						レイプ未遂 ミスイ		4

																																						性虐待 セイ ギャクタイ		32

				集約 シュウヤク																																		強制わいせつ キョウセイ		43

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ				表12 ヒョウ														デートDV／DV		18

				102		32		29		18		11		4		5		12		46																		AV強要 キョウヨウ		0

																																						リベンジポルノ		7

																																						デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22

																																						ストーカー		4

																																						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																						JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

																																						援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

																																						風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

																																						セクハラ		12

																																						その他 タ		46



																																																		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55						レイプ・強制わいせつ キョウセイ		102

																																																		レイプ未遂 ミスイ		4						性虐待 セイ ギャクタイ		32

																																																		性虐待 セイ ギャクタイ		32						デジタル（リベンジ含む） フク		29

																																																		強制わいせつ キョウセイ		43						デートDV／DV		18

																																																		デートDV／DV		18						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																																		AV強要 キョウヨウ		0						ストーカー		4

																																																		リベンジポルノ		7						援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		5

																																																		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22						セクハラ		12

																																																		ストーカー		4						その他 タ		46

																																																		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55																																												JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

				その他 タ		46																																												援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				強制わいせつ キョウセイ		43																																												風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				性虐待 セイ ギャクタイ		32																																												セクハラ		12

				デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22																																												その他 タ		46

				デートDV／DV		18

				セクハラ		12

				痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				リベンジポルノ		7

				レイプ未遂 ミスイ		4

				ストーカー		4

				援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				AV強要 キョウヨウ		0

				JKビジネスでの被害 ヒガイ		0										グラフ13（413追加） ツイカ



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ	
（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ	
未遂	性虐待	強制	
わいせつ	デートDV／	
DV	AV強要	リベンジ	
ポルノ	デジタル	
性暴力	ストーカー	痴漢、	
盗撮	JKビジネス	
での被害	援助交	際	
での被害	風俗営業等	
での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	





性暴力被害の類型



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







⑨各年代ごとの被害の割合表13

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV
／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業
等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その
他 タ		各年代
の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		14.0%		0.0%		18.0%		24.0%		8.0%		0.0%		2.0%		16.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.0%		2.0%		2.0%		10.0%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		25.0%		0.0%		11.0%		17.0%		8.0%		0.0%		2.0%		5.0%		1.0%		6.0%		0.0%		1.0%		0.0%		6.0%		18.0%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		25.7%		5.7%		8.6%		14.3%		5.7%		0.0%		0.0%		5.7%		2.9%		5.7%		0.0%		2.9%		0.0%		8.6%		14.3%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		24.2%		3.0%		0.0%		12.1%		0.0%		0.0%		9.1%		15.2%		0.0%		6.1%		0.0%		0.0%		0.0%		6.1%		24.2%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		14.3%		28.6%		14.3%		28.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						17.6%		0.0%		20.6%		11.8%		5.9%		0.0%		2.9%		5.9%		5.9%		2.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		26.5%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩被害ごとの年代の割合表14

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		12.7%		0.0%		28.1%		27.9%		22.2%		0.0%		14.3%		36.4%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		100.0%		8.3%		10.9%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		45.5%		0.0%		34.4%		39.5%		44.4%		0.0%		28.6%		22.7%		25.0%		54.5%		0.0%		25.0%		0.0%		50.0%		39.1%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		16.4%		50.0%		9.4%		11.6%		11.1%		0.0%		0.0%		9.1%		25.0%		18.2%		0.0%		25.0%		0.0%		25.0%		10.9%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		14.5%		25.0%		0.0%		9.3%		0.0%		0.0%		42.9%		22.7%		0.0%		18.2%		0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		17.4%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		25.0%		6.3%		2.3%		11.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.2%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						10.9%		0.0%		21.9%		9.3%		11.1%		0.0%		14.3%		9.1%		50.0%		9.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		19.6%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩-2被害年代性別割合

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計 ゴウケイ

		女性		59		95		27		26		10		1		20		238

		男性		9		3		4		3		2		0		5		26

		それ以外 イガイ		1		6		2		1		0		0		0		10

		不明 フメイ		3		1		1		1		0		0		13		19

				72		105		34		31		12		1		38		293





女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	









⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス修正表15_16

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

						合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

						357		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						121.8%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表15 ヒョウ





						各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ						72

				10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0						105

				10代		45.8%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0						34

				20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0						31

				20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0						12

				30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0						1

				30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0						38

				40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0						293

				40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0

				50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

				50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

						100.0%		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0

				合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表16 ヒョウ

						※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク





Sheet4

		合計 ゴウケイ		357		121.8%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		172		58.7%

		その他		51		17.4%

		メンタルのこと		35		11.9%

		家族のこと カゾク		31		10.6%

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		28		9.6%

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		13		4.4%

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		11		3.8%

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		6		2.0%

		お金のこと カネ		5		1.7%

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		5		1.7%

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		0.0%







⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				10代		45.8%		6.9%		8.3%		9.7%		0.0%		4.2%		0.0%		1.4%		0.0%		2.8%		12.5%								34

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				20代		68.6%		2.9%		8.6%		8.6%		1.0%		17.1%		3.8%		0.0%		0.0%		3.8%		14.3%								12

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				30代		61.8%		8.8%		5.9%		17.6%		5.9%		8.8%		0.0%		0.0%		0.0%		2.9%		26.5%								38

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				40代		64.5%		3.2%		9.7%		6.5%		0.0%		19.4%		3.2%		3.2%		0.0%		6.5%		25.8%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.0%		0.0%		8.3%		16.7%		0.0%		8.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		41.7%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

						52.6%		2.6%		23.7%		5.3%		5.3%		10.5%		2.6%		7.9%		0.0%		5.3%		13.2%

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293

						58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%







⑫表12修正（原）

		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		リベンジポルノ		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		セクハラ		その他 タ

		55		43		4		32		22		7		18		11		4		4		1		0		0		12		46



		集約 シュウヤク

		レイプ・強制わいせつ キョウセイ						性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル
（リベンジ含む） フク				デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ								セクハラ		その他 タ

		102						32		29				18		11		4		5								12		46







⑫年代と相談テーマ14

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

																						グラフ14



相談テーマと年代

性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	7	9	6	2	2	0	2	お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	メンタルのこと	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	









⑬相談テーマの年代別の割合 (2)

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293







性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	







その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	







各年代の人数	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	72	105	34	31	12	1	38	







学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	







家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	







お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	







メンタルのこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	







身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	







行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	







気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	







相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	







⑭加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246



		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ





交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	







クラブ活動等コーチ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	







学校の先輩	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	







学校の後輩・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	







アルバイト・職場の上司	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	







アルバイト・職場の同僚・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	







友人・知人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	







SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	







ナンパ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







見知らぬ人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	







その他	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	







元交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	







不明	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	





加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	32	9	12	0	25	5	0	23	0	10	4	7	2	5	8	13	8	0	14	20	1	5	53	61	







配偶者	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	







実父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	







継父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	







その他親族	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	







担任教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







担任以外の教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	







⑭２加害者情報（被害者との関係）26表18元



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246





						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246





						合計 ゴウケイ

				パートナー		53

				家族 カゾク		63

				学校 ガッコウ		26

				職場 ショクバ		21

				友人・知人 ユウジン チジン		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		20

				ナンパ		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		5

				その他 タ		53

				不明 フメイ		61

				合計 ゴウケイ		317



										パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

										53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

										16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%				表18





加害者の属性



[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]

パートナー	家族	学校	職場	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	0.16719242902208201	0.19873817034700317	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	4.4164037854889593E-2	6.3091482649842268E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	0.16719242902208201	0.19242902208201892	53	63	26	21	14	20	1	5	53	61	

加害者と被害者の関係性

交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	元交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	元配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	パートナー	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	11	0	0	4	20	0	3	5	1	0	0	0	0	0	6	3	実父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	継父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	親の交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	祖父・祖母（義祖父母を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他親族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	家族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	1	29	10	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	10	2	担任教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	スト	ーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	担任以外の教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	クラブ活動等コーチ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	学校の先輩	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	学校の後輩・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	学校	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	8	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	アルバイト・職場の上司	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	アルバイト・職場の同僚・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	仕事の客、取引先の人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職場	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	4	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0	友人・知人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	ナンパ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見知らぬ人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	その他	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	不明	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	




表18



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%



																表18

				家族 カゾク		パートナー		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				63		53		26		21		20		14		1		5		53

				0.1987381703		0.167192429		0.0820189274		0.0662460568		0.0630914826		0.0441640379		0.0031545741		0.0157728707		0.167192429



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%







家族	パートナー	学校	職場	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	友人・知人	ナンパ	見知らぬ人	63	53	26	21	20	14	1	5	家族	パートナー	学校	職場	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	友人・知人	ナンパ	見知らぬ人	0.19873817034700317	0.16719242902208201	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	6.3091482649842268E-2	4.4164037854889593E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	



Sheet1

		期間		件数		割合 ワリアイ		割合				不明抜きの割合

		72時間以内		7		8.2%		2.40%				5.60%

		1週間以内		2		2.4%		0.70%				1.60%

		1ｶ月以内		8		9.4%		2.70%				6.40%

		半年以内		13		15.3%		4.40%				10.40%

		1年以内		19		22.4%		6.50%				15.20%

		10年以上前		36		42.4%		12.30%				28.80%

		その他 		40				13.70%				32.00%

		不明		168				57.30%

		合計		293				100.00%
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試行実施結果③
 ヒアリング調査
試行実施期間終了後、試行実施団体に対し、キュアタイムに関する感
想、課題等についてヒアリング調査を行ったところ、以下のような意
見があがった。

 ＳＮＳ相談は時代の要請であり、今後、支援の現場で避けて通るこ
とができない相談手法である。

 相談者と相談員の感覚をすり合わせて、対応することが重要であ
る。

 ＳＮＳ相談では、気持ちをテキストで表現していくことから、希死
念慮のある人が落ち着く効果もあるように感じた。

 ＳＮＳ相談では、テキストで、トラウマなどに関する情報提供など
心理教育をすることができ、相談者も自分が感じている気持ちを言
語化することができる。

 広報カードを県内すべての高校生に配布した。ＳＮＳも使って積極
的な情報発信に努めた。

 若年層の感覚に合わせられるよう、若年層がどのようにＳＮＳを活
用しているか学ぶ必要がある。

 ＳＮＳ相談を各県が独自に実施するには課題が大きい。国で包括的
に実施して欲しい。

 キュアタイムで受けた相談を各地のワンストップ支援センターでも
ＳＮＳでつなげていけるような取り組みが必要。

アンケート調査
相談者へのアンケートについては89件（回答率30％）の回答があった。

◆ 相談対応について

◆ これからも使い続けたいか

相談しやすかった 71 80%
相談しにくかった 4 5%
ここを変えてほしい 11 12%
未回答 3 3%
合計 89 100%

【よかったこと】
・文字だけなので相談しやすい。
・ＳＮＳという気軽なツールで相談

できたのがよかった。
・匿名、顔も見えずに相談できる所

が良かった。
・時間や文字数の制限がなく、

チャットできてよかった。
・自分で気づかなかったことに気づ

かせてくれた。
・機械的ではなく、親身になって

アドバイスしてくれた。
【ここを変えて欲しい】
・期間や日時限定でなく、いつでも

相談できるようにして欲しい。
・メールアドレスを入れなくても

相談できるようにして欲しい。
・返信が来たことが分からないの

で、ポップアップ機能をつけて
欲しい。

・相談が終わると、それまでの相談
内容が見えなくなる。そのまま
残しておいて欲しい。

・チャットは簡単な相談で、治療に
はならないと思った。

・寄り添うだけの対応だった。

◆ キュアタイムについて

良かった 72 81%
悪かった 5 6%
ここを変えてほしい 9 10%
未回答 3 3%
合計 89 100%

思う 78 88%

思わない 5 6%

未回答 6 7%

合計 89 100%
4


表・グラフ

		性別 セイベツ

						女性		男性		それ以外		不明		合計

				合計		238		26		10		19		293

		年代 ネンダイ

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%







		性別×年代 セイベツ ネンダイ

						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

		情報入手経路 ジョウホウ ニュウシュ ケイロ

				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明

				1		2		0		7		0		8		154

				0.34%		0.68%		0.00%		2.39%		0.00%		2.73%		52.56%

































		相談テーマ ソウダン

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

				58.70%		4.44%		10.58%		9.56%		1.71%		11.95%		2.05%		1.71%		0.00%		3.75%		17.41%

		年代と相談テーマ ネンダイ ソウダン

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357







		暴力種別の年代別の割合 ボウリョク シュベツ ネンダイベツ ワリアイ

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72

				10代		45.83%		6.94%		8.33%		9.72%		0.00%		4.17%		0.00%		1.39%		0.00%		2.78%		12.50%

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105

				20代		68.57%		2.86%		8.57%		8.57%		0.95%		17.14%		3.81%		0.00%		0.00%		3.81%		14.29%

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34

				30代		61.76%		8.82%		5.88%		17.65%		5.88%		8.82%		0.00%		0.00%		0.00%		2.94%		26.47%

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31

				40代		64.52%		3.23%		9.68%		6.45%		0.00%		19.35%		3.23%		3.23%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.00%		0.00%		8.33%		16.67%		0.00%		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		41.67%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		年代と相談テーマの数 ネンダイ ソウダン スウ

				相談1件当たりのテーマの数 ソウダン ケン ア スウ		0個		1個		2個		3個		4個		5個		6個		7個		8個		9個		10個		11個		12個		合計 ゴウケイ

				10代		46		19		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72

				20代		62		26		14		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105

				30代		17		10		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34

				40代		14		10		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31

				50代		5		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12

				60代以上		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		19		11		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38

				合計 ゴウケイ		163		82		41		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		293

		スクリーニング

				1.本SNS相談の対応のみで終了 ホン ソウダン タイオウ シュウリョウ		2.必要な情報の提供を行った ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ オコナ		3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った ヒツヨウ シャカイ シゲン ソウダン サキ テイキョウ オコナ		4.来所面談を行った ライ ショ メンダン オコナ		5.同行支援を行った ドウコウ シエン オコナ		6.その他 タ

				217		71		35		0		0		20

				74.06%		24.23%		11.95%		0.00%		0.00%		6.83%





		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ

				交際相手 コウサイ アイテ		元交際相手 モト コウサイ アイテ		配偶者 ハイグウシャ		元配偶者 モト ハイグウシャ		実父 ジップ		継父 ケイ チチ		親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		その他親族 タ シンゾク		担任教師 タンニン キョウシ		担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		学校の先輩 ガッコウ センパイ		学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				22		7		10		0		20		4		0		17		0		8		4		6		1		5		7		8		4		0		11		18		1		3		41

				7.51%		2.39%		3.41%		0.00%		6.83%		1.37%		0.00%		5.80%		0.00%		2.73%		1.37%		2.05%		0.34%		1.71%		2.39%		2.73%		1.37%		0.00%		3.75%		6.14%		0.34%		1.02%		13.99%

		相談時間 ソウダン ジカン

				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上

				14		8		27		69		175

				4.78%		2.73%		9.22%		23.55%		59.73%

		居住地 キョジュウチ

				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293





		婚姻状況 コンイン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				既婚		24

				死別		0

				未婚		72

				離婚		0

				離婚協議		0

				離婚裁判		1

				離婚審判		0

				離婚調停		0

				不明 フメイ		196

				合計 ゴウケイ		293

		家族構成 カゾク コウセイ

				構成 コウセイ		件数 ケンスウ

				同居		61

				独居		0

				別居		10

				不明 フメイ		222

				合計 ゴウケイ		293

		就労状況 シュウロウ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				有 アリ		43

				無 ナシ		26

				不明 フメイ		224

				合計 ゴウケイ		293

		就学/就労 シュウガク シュウロウ

				職業 ショクギョウ		件数 ケンスウ

				小学生 ショウガクセイ		2

				中学生 チュウガクセイ		4

				高校生 コウコウセイ		11

				大学生 ダイガクセイ		6

				大学院生 ダイガク インセイ		0

				正社員 セイシャイン		3

				契約社員 ケイヤク シャイン		1

				パート		2

				派遣 ハケン		1

				風俗嬢 フウゾク ジョウ		1

				福祉的就労 フクシテキ シュウロウ		0

				その他 タ		15

				不明 フメイ		247

				合計 ゴウケイ		293



		医療機関受診状況 イリョウ キカン ジュシン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				身体の疾患		5

				精神疾患		38

				無		22

				不明 フメイ		228

				合計 ゴウケイ		293

		障がいの有無 ショウ ウム

				種類 シュルイ		件数 ケンスウ

				身体		0

				精神		18

				知的		0

				発達		1

				無		9

				不明 フメイ		265

				合計 ゴウケイ		293

		経済状況 ケイザイ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				家計が苦しい		10

				家計に問題はない		4

				所持金がない		2

				その他		7

				不明 フメイ		270

				合計 ゴウケイ		293





		緊急支援の必要性 キンキュウ シエン ヒツヨウセイ

				有無 ウム		件数 ケンスウ

				有		18

				無		132

				不明 フメイ		143

				合計 ゴウケイ		293

		性暴力害の内容 セイ ボウリョク ガイ ナイヨウ

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		72

				10代		9.72%		0.00%		12.50%		16.67%		5.56%		0.00%		1.39%		11.11%		0.00%		0.00%		0.00%		2.78%		1.39%		1.39%		6.94%

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		105

				20代		23.81%		0.00%		10.48%		16.19%		7.62%		0.00%		1.90%		4.76%		0.95%		5.71%		0.00%		0.95%		0.00%		5.71%		17.14%

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		34

				30代		26.47%		5.88%		8.82%		14.71%		5.88%		0.00%		0.00%		5.88%		2.94%		5.88%		0.00%		2.94%		0.00%		8.82%		14.71%

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		31

				40代		25.81%		3.23%		0.00%		12.90%		0.00%		0.00%		9.68%		16.13%		0.00%		6.45%		0.00%		0.00%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12

				50代		0.00%		8.33%		16.67%		8.33%		16.67%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.33%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

		加害者情報と性被害 カガイシャジョウホウ セイヒガイ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



&F


&P/&N	


相談者の男女比











女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	

家族構成



件数	同居	独居	別居	不明	61	0	10	222	







就労状況



件数	有	無	不明	43	26	224	







就学／就労



件数	

小学生	中学生	高校生	大学生	大学院生	正社員	契約社員	パート	派遣	風俗嬢	福祉的就労	その他	不明	2	4	11	6	0	3	1	2	1	1	0	15	247	





医療機関受診状況



件数	身体の疾患	精神疾患	無	不明	5	38	22	228	







障がいの有無



件数	身体	精神	知的	発達	無	不明	0	18	0	1	9	265	







経済状況



件数	家計が苦しい	家計に問題はない	所持金がない	その他	不明	10	4	2	7	270	







緊急支援の必要性



件数	有	無	不明	18	132	143	







相談テーマと年代



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性	虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	9	2	2	4	1	3	0	2	5	合計	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	









相談テーマの年代別の割合



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.45833333333333331	6.9444444444444448E-2	8.3333333333333329E-2	9.7222222222222224E-2	0	4.1666666666666664E-2	0	1.3888888888888888E-2	0	2.7777777777777776E-2	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.68571428571428572	2.8571428571428571E-2	8.5714285714285715E-2	8.5714285714285715E-2	9.5238095238095247E-3	0.17142857142857143	3.8095238095238099E-2	0	0	3.8095238095238099E-2	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.61764705882352944	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0	0	0	2.9411764705882353E-2	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.64516129032258063	3.2258064516129031E-2	9.6774193548387094E-2	6.4516129032258063E-2	0	0.19354838709677419	3.2258064516129031E-2	3.2258064516129031E-2	0	6.4516129032258063E-2	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.5	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	8.3333333333333329E-2	0	0	0	0	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	







加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	22	7	10	0	20	4	0	17	0	8	4	6	1	5	7	8	4	0	11	18	1	3	41	





「CureTime」情報の入手経路



行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	







性暴力害の内容



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	







性暴力害内容の年代別の割合



10代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	9.7222222222222224E-2	0	0.125	0.16666666666666666	5.5555555555555552E-2	0	1.3888888888888888E-2	0.1111111111111111	0	0	0	2.7777777777777776E-2	1.3888888888888888E-2	1.3888888888888888E-2	6.9444444444444448E-2	20代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.23809523809523808	0	0.10476190476190476	0.16190476190476191	7.6190476190476197E-2	0	1.9047619047619049E-2	4.7619047619047616E-2	9.5238095238095247E-3	5.7142857142857141E-2	0	9.5238095238095247E-3	0	5.7142857142857141E-2	0.17142857142857143	30代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.26470588235294118	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	5.8823529411764705E-2	0	0	5.8823529411764705E-2	2.9411764705882353E-2	5.8823529411764705E-2	0	2.9411764705882353E-2	0	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	40代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.25806451612903225	3.2258064516129031E-2	0	0.12903225806451613	0	0	9.6774193548387094E-2	0.16129032258064516	0	6.4516129032258063E-2	0	0	0	6.4516129032258063E-2	0.25806451612903225	50代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3333333333333329E-2	60代以上	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代別の男女比



女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	59	95	27	26	10	1	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	9	3	4	3	2	0	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	1	6	2	1	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	3	1	1	1	0	0	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	72	105	34	31	12	1	







相談テーマ



性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	







相談テーマと年代（不明を除く）



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職	場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代と相談テーマ数



10代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	46	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	62	26	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	17	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	14	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60代以上	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







スクリーニング



1.本SNS相談の対応のみで終了	2.必要な情報の提供を行った	3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った	4.来所面談を行った	5.同行支援を行った	6.その他	217	71	35	0	0	20	







相談時間数



1分未満	1分以上10分未満	10分以上30分未満	30分以上１時間未満	1時間以上	14	8	27	69	175	







相談者の居住地(不明抜き)



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





婚姻状況



件数	既婚	死別	未婚	離婚	離婚協議	離婚裁判	離婚審判	離婚調停	不明	24	0	72	0	0	1	0	0	196	









casya（①相談者内訳）不使用



				女性		男性		それ以外		不明		合計				表01関連 ヒョウ カンレン

				238		26		10		19		293

																												グラフ01関連 カンレン



相談者の男女それ以外比













女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	





②相談者の性別・年齢 (修正)2_4



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						不明 フメイ		それ以外 イガイ		男性		女性		合計 ゴウケイ

				10代		3		1		9		59		72

				20代		1		6		3		95		105

				30代		1		2		4		27		34

				40代		1		1		3		26		31

				50代		0		0		2		10		12

				60代以上		0		0		0		1		1

				不明		13		0		5		20		38

				合計 ゴウケイ		19		10		26		238		293

																																		グラフ02

																																		グラフ04



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％





38	





各年代での男女それ以外比



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	







年代別男女それ以外数比較



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	それ以外	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	男性	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	











②相談者の性別・年齢3表2_3



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計				表02 ヒョウ

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293				表03 ヒョウ

												グラフ03



				女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

		10代		59		9		1		3		72

				20.1%		3.1%		0.3%		1.0%		24.6%

		20代		95		3		6		1		105

				32.4%		1.0%		2.0%		0.3%		35.8%

		30代		27		4		2		1		34

				9.2%		1.4%		0.7%		0.3%		11.6%

		40代		26		3		1		1		31

				8.9%		1.0%		0.3%		0.3%		10.6%

		50代		10		2		0		0		12

				3.4%		0.7%		0.0%		0.0%		4.1%

		60代以上		1		0		0		0		1

				0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.3%

		不明		20		5		0		13		38

				6.8%		1.7%		0.0%		4.4%		13.0%

		合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				81.2%		8.9%		3.4%		6.5%		100.0%



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	







年代別男女それ以外数比較



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	











③相談者の居住地5_6



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293



																				グラフ05



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				不明 フメイ		96

				東京都		24

				北海道 ホッカイドウ		18

				神奈川県		18

				埼玉県		13

				長崎県		13

				愛知県		11

				京都府		11

				千葉県		9

				大阪府		8

				福岡県		7

				兵庫県		6

				熊本県		6

				長野県		5

				福島県		4

				岐阜県		4

				奈良県		4

				鳥取県		4

				広島県		4

				宮城県		3

				山形県		3

				島根県		3

				岩手県		2

				新潟県		2

				香川県		2

				鹿児島県		2

				青森県		1

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				富山県		1

				石川県		1																		グラフ06

				静岡県		1

				和歌山県		1

				岡山県		1

				山口県		1

				沖縄県		1

				秋田県		0

				福井県		0

				山梨県		0

				三重県		0

				滋賀県		0

				徳島県		0

				愛媛県		0

				高知県		0

				佐賀県		0

				大分県		0

				宮崎県		0

				合計 ゴウケイ		293





居住地別件数



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





居住地別相談件数（相談件数ソート）





東京都	北海道	神奈川県	埼玉県	長崎県	愛知県	京都府	千葉県	大阪府	福岡県	兵庫県	熊本県	長野県	福島県	岐阜県	奈良県	鳥取県	広島県	宮城県	山形県	島根県	岩手県	新潟県	香川県	鹿児島県	青森県	茨城県	栃木県	群馬県	富山県	石川県	静岡県	和歌山県	岡山県	山口県	沖縄県	秋田県	福井県	山梨県	三重県	滋賀県	徳島県	愛媛県	高知県	佐賀県	大分県	宮崎県	24	18	18	13	13	11	11	9	8	7	6	6	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







④相談件数（曜日別）7表4



				月		水		金		土

				91		74		76		60



										表04 ヒョウ

																												グラフ07



曜日別相談件数



[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]

月	水	金	土	91	74	76	60	



⑤相談件数（時間帯別）8表5



				時間帯		件数

				16時台		52

				17時台		66

				18時台		49

				19時台		55

				20時台		67

				21時台		4

				計 ケイ		293



																								グラフ08

				時間帯		16時台		17時台		18時台		19時台		20時台		21時台		計 ケイ

				件数		52		66		49		55		67		4		293



																		表05 ヒョウ



時間帯別相談件数



件数	

16時台	17時台	18時台	19時台	20時台	21時台	52	66	49	55	67	4	







20200311相談時間 (⑥関連)9表6

		1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		相談総数 ソウダン ソウスウ				表06 ヒョウ

		14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		293

		4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%		100.0%





		ID		受付番号		入力者ID		相談種別		受付日時 年		受付日時 月		受付日時 日		受付日時 曜日		相談時間 分		時間範囲整理 ジカン ハンイ セイリ		各件数 カク ケンスウ

		2		3		96														1分未満 フン ミマン		1

		10		15		44														1分未満 フン ミマン		2

		30		37		81														1分未満 フン ミマン		3

		39		47		93														1分未満 フン ミマン		4

		44		52		25														1分未満 フン ミマン		5

		53		61		12														1分未満 フン ミマン		6

		61		69		85														1分未満 フン ミマン		7

		84		90		2														1分未満 フン ミマン		8

		87		94		94														1分未満 フン ミマン		9

		139		148		60														1分未満 フン ミマン		10

		141		150		64														1分未満 フン ミマン		11

		143		152		62														1分未満 フン ミマン		12

		159		166		3														1分未満 フン ミマン		13

		267		281		10														1分未満 フン ミマン		14

		174		186		93												4		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		66		74		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2

		67		75		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3

		205		219		45												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4

		215		229		18												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		75		83		80												7		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6				グラフ09

		288		305		86												8		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		1		1		1												9		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		92		100		18												13		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		47		55		26												14		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2				1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		平均 ヘイキン		相談総数 ソウダン ソウスウ

		78		86		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3				14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		85.5		293

		140		149		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%

		37		45		18												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		99		107		44												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6

		25		30		26												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		41		49		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		82		92		10												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		9

		108		116		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		10

		65		73		86												19		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		11

		114		124		35												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		12

		133		142		17												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		13

		157		167		92												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		14

		199		213		82												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		15

		217		233		20												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		16

		130		141		113												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		17

		135		143		62												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		18

		38		46		8												23		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		19

		11		16		34												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		20

		175		185		87												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		21

		203		218		24												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		22

		81		91		73												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		23

		116		125		42												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		24

		237		251		108												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		25

		17		22		81												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		26

		186		197		39												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		27

		15		20		90												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		1

		21		26		18												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		2

		83		89		72												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		3

		129		138		107												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		4

		134		144		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		5

		138		147		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		6

		150		160		85												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		7

		155		164		92												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		8

		68		76		18												31		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		9

		9		14		33												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		10

		246		260		26												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		11

		19		24		45												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		12

		188		200		73												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		13

		218		232		46												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		14

		255		270		90												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		15

		12		17		65												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		16

		240		254		57												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		17

		100		108		57												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		18

		198		212		17												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		19

		283		299		7												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		20

		13		18		102												37		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		21

		57		65		93												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		22

		96		106		23												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		23

		187		199		8												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		24

		70		79		84												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		25

		106		114		91												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		26

		214		228		106												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		27

		239		253		42												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		28

		73		81		84												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		29

		185		196		44												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		30

		110		120		112												42		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		31

		90		99		81												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		32

		121		130		46												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		33

		105		113		11												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		34

		126		135		8												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		35

		230		244		42												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		36

		74		82		18												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		37

		151		161		93												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		38

		234		248		91												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		39

		245		259		26												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		40

		268		282		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		41

		279		295		24												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		42

		284		300		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		43

		115		123		46												46		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		44

		6		11		18												47		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		45

		273		287		90												48		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		46

		158		168		92												49		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		47

		4		9		24												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		48

		103		111		9												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		49

		122		132		84												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		50

		136		146		62												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		51

		204		217		61												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		52

		238		252		29												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		53

		248		263		11												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		54

		251		265		12												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		55

		142		151		24												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		56

		262		276		44												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		57

		20		25		10												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		58

		179		191		18												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		59

		86		95		85												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		60

		225		240		25												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		61

		247		261		12												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		62

		63		71		86												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		63

		120		127		46												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		64

		200		214		62												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		65

		95		103		35												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		66

		119		129		42												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		67

		221		234		42												58		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		68

		102		109		11												59		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		69

		23		28		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		1

		28		35		92												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		2

		76		84		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		3

		89		97		108												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		4

		113		121		42												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		5

		128		137		93												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		6

		160		169		80												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		7

		169		181		91												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		8

		181		192		112												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		9

		222		236		25												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		10

		277		293		28												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		11

		282		298		9												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		12

		231		246		13												62		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		13

		167		177		73												64		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		14

		154		163		93												65		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		15

		280		296		101												68		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		16

		201		216		41												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		17

		261		275		32												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		18

		24		29		61												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		19

		26		31		7						11						70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		20

		56		64		107												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		21

		59		67		86												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		22

		148		156		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		23

		166		175		60												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		24

		216		230		42												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		25

		235		249		82												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		26

		265		279		10												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		27

		266		280		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		28

		272		286		85												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		29

		286		302		102												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		30

		271		285		93												71		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		31

		118		128		30												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		32

		145		155		14												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		33

		292		308		81												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		34

		32		39		29												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		35

		184		195		30												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		36

		51		60		73												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		37

		58		66		92												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		38

		104		112		102												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		39

		107		115		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		40

		220		235		27												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		41

		289		303		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		42

		49		58		73												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		43

		123		131		8												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		44

		50		59		7												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		45

		64		72		93												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		46

		91		98		18												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		47

		147		157		13												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		48

		3		8		18												79		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		49

		14		19		11												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		50

		22		27		81												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		51

		88		96		90												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		52

		172		184		93												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		53

		177		188		112												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		54

		285		301		9												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		55

		33		41		64												81		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		56

		124		133		13												82		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		57

		191		202		101												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		58

		249		262		73												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		59

		250		264		101												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		60

		252		266		90												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		61

		60		68		93												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		62

		269		283		90												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		63

		180		190		17												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		64

		258		273		106												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		65

		182		193		39												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		66

		260		274		65												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		67

		223		237		67												89		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		68

		54		63		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		62		70		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		162		171		84												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		165		174		118												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		176		189		108												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		208		222		72												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		278		294		45												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		164		173		45												92		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		5		10		18												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		183		194		64												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		10

		163		172		29												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		11

		178		187		18												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		12

		194		205		86												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		13

		207		221		12												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		14

		259		272		18												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		15

		275		292		17												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		16

		48		57		12												96		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		17

		46		54		38												98		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		18

		72		80		17												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		19

		189		198		101												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		20

		227		243		122												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		21

		256		269		89												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		22

		290		306		91												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		23

		94		102		44												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		24

		196		210		18												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		25

		31		40		35												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		26

		93		101		23												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		27

		192		203		89												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		28

		212		226		80												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		29

		213		227		18												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		30

		228		241		27												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		31

		281		297		102												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		32

		35		42		18												109		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		33

		97		105		35												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		34

		156		165		89												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		35

		197		211		81												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		36

		244		258		57												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		37

		257		271		80												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		38

		36		44		13												111		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		39

		29		36		18												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		40

		109		117		82												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		41

		226		238		120												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		42

		55		62		86												116		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		43

		71		78		18												118		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		44

		27		33		88												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		1

		34		43		8												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		2

		69		77		80												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		3

		79		87		72												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		4

		101		110		74												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		5

		112		122		27												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		6

		190		201		10												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		7

		195		209		82												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		8

		206		220		102												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		9

		219		231		36												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		10

		291		307		18												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		11

		161		170		18												124		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		12

		293		309		17												125		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		13

		137		145		39												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		14

		233		247		86												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		15

		131		140		81												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		16

		241		256		29												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		17

		270		284		88												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		18

		7		12		17												132		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		19

		144		154		102												133		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		20

		8		13		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		21

		274		290		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		22

		127		136		87												140		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		23

		232		245		101												141		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		24

		149		159		92												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		25

		224		239		69												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		26

		168		179		93												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		27

		173		183		91												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		28

		111		119		18												145		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		29

		229		242		41												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		30

		253		268		93												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		31

		210		223		94												147		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		32

		80		88		14												148		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		33

		98		104		67												150		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		117		126		35												154		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		193		204		90												155		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		125		134		81												160		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		236		250		17												161		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		209		225		90												165		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		16		21		85												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		40		48		89												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		276		291		84												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		171		180		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		1

		254		267		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		2

		52		56		101												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		3

		152		158		89												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		4

		77		85		45												190		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		5

		264		277		8												192		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		6

		85		93		105												195		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		7

		43		50		106												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		8

		170		182		85												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		9

		263		278		102												206		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		10

		153		162		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		11

		211		224		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		12

		45		53		65												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		13

		242		255		36												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		14

		18		23		18												219		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		15

		287		304		92												226		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		16

		243		257		42												232		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		17

		202		215		32												240		4時間以上 ジカンイジョウ		1

		42		51		18												273		4時間以上 ジカンイジョウ		2

		132		139		18												337		4時間以上 ジカンイジョウ		3

		146		153		13												770		4時間以上 ジカンイジョウ		4

																		85.5053763441



1回当たりの相談に要した時間



1分未満	

14	1分以上	
10分未満	

8	10分以上	
30分未満	

27	30分以上	
１時間未満	

69	1時間以上	
1時間半未満	



68	1時間半以上	
2時間未満	



44	2時間以上	
2時間半未満	

33	2時間半以上	
3時間未満	

9	3時間以上	
4時間未満	

17	4時間以上	

4	









1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	14	8	27	69	68	44	33	9	17	4	1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	4.778156996587031E-2	2.7303754266211604E-2	9.2150170648464161E-2	0.23549488054607509	0.23208191126279865	0.15017064846416384	0.11262798634812286	3.0716723549488054E-2	5.8020477815699661E-2	1.3651877133105802E-2	





⑥相談に要した時間



				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上		相談総数 ソウダン ソウスウ

				14		8		27		69		175		293

				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		59.7%		100.0%





1件の相談時間



1分未満	[系列名], [値]

4.78％





14	1分以上10分未満	[系列名], [値]

2.73％





8	10分以上30分未満	[系列名], [値]

9.22％





27	30分以上１時間未満	[系列名], [値]

23.55％





69	1時間以上	[系列名], [値]

59.73％





175	







⑦情報入手経路10表7



				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明		総件数 ソウケンスウ

				1		2		0		7		0		8		154		293

				0.3%		0.7%		0.0%		2.4%		0.0%		2.7%		52.6%		100.0%

				※各項合計数が総件数と合わない。実数としては172 カクコウ ゴウケイ スウ ソウケンスウ ア ジッスウ

																表07 ヒョウ

																														グラフ10



情報入手経路





行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	3.4129692832764505E-3	6.8259385665529011E-3	0	2.3890784982935155E-2	0	2.7303754266211604E-2	0.52559726962457343	







⑧性暴力被害の内容 (修正)11

		性暴力被害の内容

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		その他 タ		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ														レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		その他 タ

				55		46		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		0		0														55		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		46

																																														21%		17%		12%		8%		7%		5%		4%		3%		2%		2%		2%		0%		18%

				集約 シュウヤク

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				102		32		29		18		11		4		5		12		46



																						グラフ11



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	その他	55	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	46	



追加報告書よりコピペ重複被害12表8_9_11

				0個		1個		2個		3個		4個		合計						被害の重複 ヒガイ チョウフク																				２つ以上の該当件数		２つ該当件数		３つ該当件数		４つ該当件数

		10代		32		31		8		1		0		72						10代		9																		45		35		6		4

		20代		28		59		14		3		1		105						20代		18																		組合せ総数		２つ該当組合せ総数		３つ該当組合せ総数		４つ該当組合せ総数

		30代		9		20		2		1		2		34						30代		5																		77		35		18		24

		40代		8		16		5		1		1		31						40代		7

		50代		5		7		0		0		0		12						50代		0																				表11 ヒョウ

		60代		1		0		0		0		0		1						60代		0

		不明		10		22		6		0		0		38						不明		6

		合計		93		155		35		6		4		293

		割合		31.70%		52.90%		11.90%		2.00%		1.40%		 

														表08　報告書よりコピペ ヒョウ ホウコクショ



						2個		3個		4個		合計

				10代		8		1		0		9

				20代		14		3		1		18

				30代		2		1		2		5

				40代		5		1		1		7

				50代		0		0		0		0

				60代		0		0		0		0

				不明		6		0		0		6

				合計		35		6		4		45

												表09



被害の重複（年代別）



10代	20代	30代	40代	50代	60代	不明	9	18	5	7	0	0	6	







コピペ表10

				レイプ		レイプ未遂		性虐待		強制わいせつ		デートDV／DV		AV強要		リベンジポルノ		デジタル性暴力		ストーカー		痴漢、盗撮		JKビジネスでの被害		援助交際での被害		風俗営業等での被害		セクハラ		その他

		レイプ未遂		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		性虐待		4		1		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		強制わいせつ		11		1		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デートDV
／DV		3		0		0		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		AV強要		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		リベンジ
ポルノ		3		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デジタル
性暴力		5		0		1		0		2		0		3		 		 		 		 		 		 		 		 

		ストーカー		0		0		0		0		0		0		1		0		 		 		 		 		 		 		 

		痴漢、盗撮		3		0		2		2		0		0		2		3		0		 		 		 		 		 		 

		JKビジネス
での被害		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 

		援助交際
での被害		1		0		1		0		0		0		1		2		0		1		0		 		 		 		 

		風俗営業等
での被害		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 

		セクハラ		4		0		0		4		0		0		0		0		1		1		0		0		0		 		 

		その他		2		0		2		1		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		 

		合計		37		2		8		9		2		0		7		7		2		2		0		0		0		1		0

		割合（n=77)		48.1%		2.6%		10.4%		11.7%		2.6%		0.0%		9.1%		9.1%		2.6%		2.6%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		0.0%





Sheet2

				10代		10代		20代		20代		30代		30代		40代		40代		50代		50代		60代以上		60代以上		不明				合計 ゴウケイ

		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		72				105				34				31				12				1				38				293		0.0%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		33		ERROR:#DIV/0!		72		ERROR:#DIV/0!		21		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		172		ERROR:#DIV/0!

		その他		9		ERROR:#DIV/0!		15		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		8		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		51		ERROR:#DIV/0!

		メンタルのこと		3		ERROR:#DIV/0!		18		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		35		ERROR:#DIV/0!

		家族のこと カゾク		6		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		31		ERROR:#DIV/0!

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		7		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		28		ERROR:#DIV/0!

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		5		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		13		ERROR:#DIV/0!

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		2		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		11		ERROR:#DIV/0!

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!

		お金のこと カネ		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!



				各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

		10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0

		10代		100.0%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0.0%

		20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0

		20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0.0%

		30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0

		30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%

		40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0

		40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0.0%

		50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

		50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

				1		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0.0%

		合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

				100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%

				※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334		1.2184300341

		合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

		357		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		1.2184300341		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334





⑧性暴力被害の内容13表12

		性暴力被害の内容

				レイプ
（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV／
DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46						レイプ未遂 ミスイ		4

																																						性虐待 セイ ギャクタイ		32

				集約 シュウヤク																																		強制わいせつ キョウセイ		43

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ				表12 ヒョウ														デートDV／DV		18

				102		32		29		18		11		4		5		12		46																		AV強要 キョウヨウ		0

																																						リベンジポルノ		7

																																						デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22

																																						ストーカー		4

																																						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																						JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

																																						援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

																																						風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

																																						セクハラ		12

																																						その他 タ		46



																																																		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55						レイプ・強制わいせつ キョウセイ		102

																																																		レイプ未遂 ミスイ		4						性虐待 セイ ギャクタイ		32

																																																		性虐待 セイ ギャクタイ		32						デジタル（リベンジ含む） フク		29

																																																		強制わいせつ キョウセイ		43						デートDV／DV		18

																																																		デートDV／DV		18						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																																		AV強要 キョウヨウ		0						ストーカー		4

																																																		リベンジポルノ		7						援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		5

																																																		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22						セクハラ		12

																																																		ストーカー		4						その他 タ		46

																																																		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55																																												JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

				その他 タ		46																																												援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				強制わいせつ キョウセイ		43																																												風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				性虐待 セイ ギャクタイ		32																																												セクハラ		12

				デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22																																												その他 タ		46

				デートDV／DV		18

				セクハラ		12

				痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				リベンジポルノ		7

				レイプ未遂 ミスイ		4

				ストーカー		4

				援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				AV強要 キョウヨウ		0

				JKビジネスでの被害 ヒガイ		0										グラフ13（413追加） ツイカ



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ	
（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ	
未遂	性虐待	強制	
わいせつ	デートDV／	
DV	AV強要	リベンジ	
ポルノ	デジタル	
性暴力	ストーカー	痴漢、	
盗撮	JKビジネス	
での被害	援助交	際	
での被害	風俗営業等	
での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	





性暴力被害の類型



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







⑨各年代ごとの被害の割合表13

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV
／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業
等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その
他 タ		各年代
の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		14.0%		0.0%		18.0%		24.0%		8.0%		0.0%		2.0%		16.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.0%		2.0%		2.0%		10.0%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		25.0%		0.0%		11.0%		17.0%		8.0%		0.0%		2.0%		5.0%		1.0%		6.0%		0.0%		1.0%		0.0%		6.0%		18.0%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		25.7%		5.7%		8.6%		14.3%		5.7%		0.0%		0.0%		5.7%		2.9%		5.7%		0.0%		2.9%		0.0%		8.6%		14.3%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		24.2%		3.0%		0.0%		12.1%		0.0%		0.0%		9.1%		15.2%		0.0%		6.1%		0.0%		0.0%		0.0%		6.1%		24.2%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		14.3%		28.6%		14.3%		28.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						17.6%		0.0%		20.6%		11.8%		5.9%		0.0%		2.9%		5.9%		5.9%		2.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		26.5%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩被害ごとの年代の割合表14

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		12.7%		0.0%		28.1%		27.9%		22.2%		0.0%		14.3%		36.4%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		100.0%		8.3%		10.9%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		45.5%		0.0%		34.4%		39.5%		44.4%		0.0%		28.6%		22.7%		25.0%		54.5%		0.0%		25.0%		0.0%		50.0%		39.1%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		16.4%		50.0%		9.4%		11.6%		11.1%		0.0%		0.0%		9.1%		25.0%		18.2%		0.0%		25.0%		0.0%		25.0%		10.9%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		14.5%		25.0%		0.0%		9.3%		0.0%		0.0%		42.9%		22.7%		0.0%		18.2%		0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		17.4%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		25.0%		6.3%		2.3%		11.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.2%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						10.9%		0.0%		21.9%		9.3%		11.1%		0.0%		14.3%		9.1%		50.0%		9.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		19.6%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩-2被害年代性別割合

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計 ゴウケイ

		女性		59		95		27		26		10		1		20		238

		男性		9		3		4		3		2		0		5		26

		それ以外 イガイ		1		6		2		1		0		0		0		10

		不明 フメイ		3		1		1		1		0		0		13		19

				72		105		34		31		12		1		38		293





女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	









⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス修正表15_16

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

						合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

						357		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						121.8%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表15 ヒョウ





						各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ						72

				10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0						105

				10代		45.8%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0						34

				20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0						31

				20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0						12

				30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0						1

				30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0						38

				40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0						293

				40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0

				50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

				50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

						100.0%		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0

				合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表16 ヒョウ

						※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク





Sheet4

		合計 ゴウケイ		357		121.8%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		172		58.7%

		その他		51		17.4%

		メンタルのこと		35		11.9%

		家族のこと カゾク		31		10.6%

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		28		9.6%

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		13		4.4%

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		11		3.8%

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		6		2.0%

		お金のこと カネ		5		1.7%

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		5		1.7%

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		0.0%







⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				10代		45.8%		6.9%		8.3%		9.7%		0.0%		4.2%		0.0%		1.4%		0.0%		2.8%		12.5%								34

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				20代		68.6%		2.9%		8.6%		8.6%		1.0%		17.1%		3.8%		0.0%		0.0%		3.8%		14.3%								12

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				30代		61.8%		8.8%		5.9%		17.6%		5.9%		8.8%		0.0%		0.0%		0.0%		2.9%		26.5%								38

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				40代		64.5%		3.2%		9.7%		6.5%		0.0%		19.4%		3.2%		3.2%		0.0%		6.5%		25.8%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.0%		0.0%		8.3%		16.7%		0.0%		8.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		41.7%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

						52.6%		2.6%		23.7%		5.3%		5.3%		10.5%		2.6%		7.9%		0.0%		5.3%		13.2%

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293

						58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%







⑫表12修正（原）

		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		リベンジポルノ		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		セクハラ		その他 タ

		55		43		4		32		22		7		18		11		4		4		1		0		0		12		46



		集約 シュウヤク

		レイプ・強制わいせつ キョウセイ						性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル
（リベンジ含む） フク				デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ								セクハラ		その他 タ

		102						32		29				18		11		4		5								12		46







⑫年代と相談テーマ14

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

																						グラフ14



相談テーマと年代

性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	7	9	6	2	2	0	2	お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	メンタルのこと	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	









⑬相談テーマの年代別の割合 (2)

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293







性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	







その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	







各年代の人数	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	72	105	34	31	12	1	38	







学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	







家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	







お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	







メンタルのこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	







身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	







行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	







気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	







相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	







⑭加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246



		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ





交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	







クラブ活動等コーチ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	







学校の先輩	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	







学校の後輩・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	







アルバイト・職場の上司	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	







アルバイト・職場の同僚・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	







友人・知人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	







SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	







ナンパ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







見知らぬ人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	







その他	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	







元交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	







不明	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	





加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	32	9	12	0	25	5	0	23	0	10	4	7	2	5	8	13	8	0	14	20	1	5	53	61	







配偶者	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	







実父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	







継父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	







その他親族	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	







担任教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







担任以外の教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	







⑭２加害者情報（被害者との関係）26表18元



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246





						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246





						合計 ゴウケイ

				パートナー		53

				家族 カゾク		63

				学校 ガッコウ		26

				職場 ショクバ		21

				友人・知人 ユウジン チジン		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		20

				ナンパ		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		5

				その他 タ		53

				不明 フメイ		61

				合計 ゴウケイ		317



										パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

										53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

										16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%				表18





加害者の属性



[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]

パートナー	家族	学校	職場	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	0.16719242902208201	0.19873817034700317	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	4.4164037854889593E-2	6.3091482649842268E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	0.16719242902208201	0.19242902208201892	53	63	26	21	14	20	1	5	53	61	

加害者と被害者の関係性

交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	元交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	元配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	パートナー	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	11	0	0	4	20	0	3	5	1	0	0	0	0	0	6	3	実父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	継父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	親の交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	祖父・祖母（義祖父母を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他親族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	家族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	1	29	10	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	10	2	担任教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	スト	ーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	担任以外の教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	クラブ活動等コーチ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	学校の先輩	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	学校の後輩・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	学校	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	8	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	アルバイト・職場の上司	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	アルバイト・職場の同僚・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	仕事の客、取引先の人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職場	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	4	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0	友人・知人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	ナンパ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見知らぬ人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	その他	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	不明	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	




表18



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%



																表18

				家族 カゾク		パートナー		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				63		53		26		21		20		14		1		5		53

				0.1987381703		0.167192429		0.0820189274		0.0662460568		0.0630914826		0.0441640379		0.0031545741		0.0157728707		0.167192429



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%







家族	パートナー	学校	職場	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	友人・知人	ナンパ	見知らぬ人	63	53	26	21	20	14	1	5	家族	パートナー	学校	職場	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	友人・知人	ナンパ	見知らぬ人	0.19873817034700317	0.16719242902208201	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	6.3091482649842268E-2	4.4164037854889593E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	



Sheet1

		期間		件数		割合 ワリアイ		割合				不明抜きの割合

		72時間以内		7		8.2%		2.40%				5.60%

		1週間以内		2		2.4%		0.70%				1.60%

		1ｶ月以内		8		9.4%		2.70%				6.40%

		半年以内		13		15.3%		4.40%				10.40%

		1年以内		19		22.4%		6.50%				15.20%

		10年以上前		36		42.4%		12.30%				28.80%

		その他 		40				13.70%				32.00%

		不明		168				57.30%

		合計		293				100.00%



						85





アンケート



								相談しやすかった		71		80%

								相談しにくかった		4		5%

								ここを変えてほしい		11		12%

								未回答		3		3%

								合計		89		100%
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表・グラフ

		性別 セイベツ

						女性		男性		それ以外		不明		合計

				合計		238		26		10		19		293

		年代 ネンダイ

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%







		性別×年代 セイベツ ネンダイ

						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

		情報入手経路 ジョウホウ ニュウシュ ケイロ

				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明

				1		2		0		7		0		8		154

				0.34%		0.68%		0.00%		2.39%		0.00%		2.73%		52.56%

































		相談テーマ ソウダン

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

				58.70%		4.44%		10.58%		9.56%		1.71%		11.95%		2.05%		1.71%		0.00%		3.75%		17.41%

		年代と相談テーマ ネンダイ ソウダン

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357







		暴力種別の年代別の割合 ボウリョク シュベツ ネンダイベツ ワリアイ

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72

				10代		45.83%		6.94%		8.33%		9.72%		0.00%		4.17%		0.00%		1.39%		0.00%		2.78%		12.50%

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105

				20代		68.57%		2.86%		8.57%		8.57%		0.95%		17.14%		3.81%		0.00%		0.00%		3.81%		14.29%

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34

				30代		61.76%		8.82%		5.88%		17.65%		5.88%		8.82%		0.00%		0.00%		0.00%		2.94%		26.47%

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31

				40代		64.52%		3.23%		9.68%		6.45%		0.00%		19.35%		3.23%		3.23%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.00%		0.00%		8.33%		16.67%		0.00%		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		41.67%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		年代と相談テーマの数 ネンダイ ソウダン スウ

				相談1件当たりのテーマの数 ソウダン ケン ア スウ		0個		1個		2個		3個		4個		5個		6個		7個		8個		9個		10個		11個		12個		合計 ゴウケイ

				10代		46		19		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72

				20代		62		26		14		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105

				30代		17		10		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34

				40代		14		10		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31

				50代		5		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12

				60代以上		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		19		11		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38

				合計 ゴウケイ		163		82		41		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		293

		スクリーニング

				1.本SNS相談の対応のみで終了 ホン ソウダン タイオウ シュウリョウ		2.必要な情報の提供を行った ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ オコナ		3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った ヒツヨウ シャカイ シゲン ソウダン サキ テイキョウ オコナ		4.来所面談を行った ライ ショ メンダン オコナ		5.同行支援を行った ドウコウ シエン オコナ		6.その他 タ

				217		71		35		0		0		20

				74.06%		24.23%		11.95%		0.00%		0.00%		6.83%





		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ

				交際相手 コウサイ アイテ		元交際相手 モト コウサイ アイテ		配偶者 ハイグウシャ		元配偶者 モト ハイグウシャ		実父 ジップ		継父 ケイ チチ		親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		その他親族 タ シンゾク		担任教師 タンニン キョウシ		担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		学校の先輩 ガッコウ センパイ		学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				22		7		10		0		20		4		0		17		0		8		4		6		1		5		7		8		4		0		11		18		1		3		41

				7.51%		2.39%		3.41%		0.00%		6.83%		1.37%		0.00%		5.80%		0.00%		2.73%		1.37%		2.05%		0.34%		1.71%		2.39%		2.73%		1.37%		0.00%		3.75%		6.14%		0.34%		1.02%		13.99%

		相談時間 ソウダン ジカン

				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上

				14		8		27		69		175

				4.78%		2.73%		9.22%		23.55%		59.73%

		居住地 キョジュウチ

				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293





		婚姻状況 コンイン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				既婚		24

				死別		0

				未婚		72

				離婚		0

				離婚協議		0

				離婚裁判		1

				離婚審判		0

				離婚調停		0

				不明 フメイ		196

				合計 ゴウケイ		293

		家族構成 カゾク コウセイ

				構成 コウセイ		件数 ケンスウ

				同居		61

				独居		0

				別居		10

				不明 フメイ		222

				合計 ゴウケイ		293

		就労状況 シュウロウ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				有 アリ		43

				無 ナシ		26

				不明 フメイ		224

				合計 ゴウケイ		293

		就学/就労 シュウガク シュウロウ

				職業 ショクギョウ		件数 ケンスウ

				小学生 ショウガクセイ		2

				中学生 チュウガクセイ		4

				高校生 コウコウセイ		11

				大学生 ダイガクセイ		6

				大学院生 ダイガク インセイ		0

				正社員 セイシャイン		3

				契約社員 ケイヤク シャイン		1

				パート		2

				派遣 ハケン		1

				風俗嬢 フウゾク ジョウ		1

				福祉的就労 フクシテキ シュウロウ		0

				その他 タ		15

				不明 フメイ		247

				合計 ゴウケイ		293



		医療機関受診状況 イリョウ キカン ジュシン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				身体の疾患		5

				精神疾患		38

				無		22

				不明 フメイ		228

				合計 ゴウケイ		293

		障がいの有無 ショウ ウム

				種類 シュルイ		件数 ケンスウ

				身体		0

				精神		18

				知的		0

				発達		1

				無		9

				不明 フメイ		265

				合計 ゴウケイ		293

		経済状況 ケイザイ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				家計が苦しい		10

				家計に問題はない		4

				所持金がない		2

				その他		7

				不明 フメイ		270

				合計 ゴウケイ		293





		緊急支援の必要性 キンキュウ シエン ヒツヨウセイ

				有無 ウム		件数 ケンスウ

				有		18

				無		132

				不明 フメイ		143

				合計 ゴウケイ		293

		性暴力害の内容 セイ ボウリョク ガイ ナイヨウ

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		72

				10代		9.72%		0.00%		12.50%		16.67%		5.56%		0.00%		1.39%		11.11%		0.00%		0.00%		0.00%		2.78%		1.39%		1.39%		6.94%

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		105

				20代		23.81%		0.00%		10.48%		16.19%		7.62%		0.00%		1.90%		4.76%		0.95%		5.71%		0.00%		0.95%		0.00%		5.71%		17.14%

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		34

				30代		26.47%		5.88%		8.82%		14.71%		5.88%		0.00%		0.00%		5.88%		2.94%		5.88%		0.00%		2.94%		0.00%		8.82%		14.71%

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		31

				40代		25.81%		3.23%		0.00%		12.90%		0.00%		0.00%		9.68%		16.13%		0.00%		6.45%		0.00%		0.00%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12

				50代		0.00%		8.33%		16.67%		8.33%		16.67%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.33%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

		加害者情報と性被害 カガイシャジョウホウ セイヒガイ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246
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相談者の男女比











女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	

家族構成



件数	同居	独居	別居	不明	61	0	10	222	







就労状況



件数	有	無	不明	43	26	224	







就学／就労



件数	

小学生	中学生	高校生	大学生	大学院生	正社員	契約社員	パート	派遣	風俗嬢	福祉的就労	その他	不明	2	4	11	6	0	3	1	2	1	1	0	15	247	





医療機関受診状況



件数	身体の疾患	精神疾患	無	不明	5	38	22	228	







障がいの有無



件数	身体	精神	知的	発達	無	不明	0	18	0	1	9	265	







経済状況



件数	家計が苦しい	家計に問題はない	所持金がない	その他	不明	10	4	2	7	270	







緊急支援の必要性



件数	有	無	不明	18	132	143	







相談テーマと年代



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性	虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	9	2	2	4	1	3	0	2	5	合計	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	









相談テーマの年代別の割合



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.45833333333333331	6.9444444444444448E-2	8.3333333333333329E-2	9.7222222222222224E-2	0	4.1666666666666664E-2	0	1.3888888888888888E-2	0	2.7777777777777776E-2	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.68571428571428572	2.8571428571428571E-2	8.5714285714285715E-2	8.5714285714285715E-2	9.5238095238095247E-3	0.17142857142857143	3.8095238095238099E-2	0	0	3.8095238095238099E-2	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.61764705882352944	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0	0	0	2.9411764705882353E-2	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.64516129032258063	3.2258064516129031E-2	9.6774193548387094E-2	6.4516129032258063E-2	0	0.19354838709677419	3.2258064516129031E-2	3.2258064516129031E-2	0	6.4516129032258063E-2	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.5	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	8.3333333333333329E-2	0	0	0	0	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	







加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	22	7	10	0	20	4	0	17	0	8	4	6	1	5	7	8	4	0	11	18	1	3	41	





「CureTime」情報の入手経路



行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	







性暴力害の内容



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	







性暴力害内容の年代別の割合



10代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	9.7222222222222224E-2	0	0.125	0.16666666666666666	5.5555555555555552E-2	0	1.3888888888888888E-2	0.1111111111111111	0	0	0	2.7777777777777776E-2	1.3888888888888888E-2	1.3888888888888888E-2	6.9444444444444448E-2	20代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.23809523809523808	0	0.10476190476190476	0.16190476190476191	7.6190476190476197E-2	0	1.9047619047619049E-2	4.7619047619047616E-2	9.5238095238095247E-3	5.7142857142857141E-2	0	9.5238095238095247E-3	0	5.7142857142857141E-2	0.17142857142857143	30代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.26470588235294118	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	5.8823529411764705E-2	0	0	5.8823529411764705E-2	2.9411764705882353E-2	5.8823529411764705E-2	0	2.9411764705882353E-2	0	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	40代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.25806451612903225	3.2258064516129031E-2	0	0.12903225806451613	0	0	9.6774193548387094E-2	0.16129032258064516	0	6.4516129032258063E-2	0	0	0	6.4516129032258063E-2	0.25806451612903225	50代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3333333333333329E-2	60代以上	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代別の男女比



女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	59	95	27	26	10	1	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	9	3	4	3	2	0	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	1	6	2	1	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	3	1	1	1	0	0	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	72	105	34	31	12	1	







相談テーマ



性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	







相談テーマと年代（不明を除く）



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職	場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代と相談テーマ数



10代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	46	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	62	26	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	17	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	14	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60代以上	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







スクリーニング



1.本SNS相談の対応のみで終了	2.必要な情報の提供を行った	3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った	4.来所面談を行った	5.同行支援を行った	6.その他	217	71	35	0	0	20	







相談時間数



1分未満	1分以上10分未満	10分以上30分未満	30分以上１時間未満	1時間以上	14	8	27	69	175	







相談者の居住地(不明抜き)



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





婚姻状況



件数	既婚	死別	未婚	離婚	離婚協議	離婚裁判	離婚審判	離婚調停	不明	24	0	72	0	0	1	0	0	196	









casya（①相談者内訳）不使用



				女性		男性		それ以外		不明		合計				表01関連 ヒョウ カンレン

				238		26		10		19		293

																												グラフ01関連 カンレン



相談者の男女それ以外比













女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	





②相談者の性別・年齢 (修正)2_4



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						不明 フメイ		それ以外 イガイ		男性		女性		合計 ゴウケイ

				10代		3		1		9		59		72

				20代		1		6		3		95		105

				30代		1		2		4		27		34

				40代		1		1		3		26		31

				50代		0		0		2		10		12

				60代以上		0		0		0		1		1

				不明		13		0		5		20		38

				合計 ゴウケイ		19		10		26		238		293

																																		グラフ02

																																		グラフ04



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	







年代別男女それ以外数比較



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	それ以外	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	男性	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	











②相談者の性別・年齢3表2_3



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計				表02 ヒョウ

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293				表03 ヒョウ

												グラフ03



				女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

		10代		59		9		1		3		72

				20.1%		3.1%		0.3%		1.0%		24.6%

		20代		95		3		6		1		105

				32.4%		1.0%		2.0%		0.3%		35.8%

		30代		27		4		2		1		34

				9.2%		1.4%		0.7%		0.3%		11.6%

		40代		26		3		1		1		31

				8.9%		1.0%		0.3%		0.3%		10.6%

		50代		10		2		0		0		12

				3.4%		0.7%		0.0%		0.0%		4.1%

		60代以上		1		0		0		0		1

				0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.3%

		不明		20		5		0		13		38

				6.8%		1.7%		0.0%		4.4%		13.0%

		合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				81.2%		8.9%		3.4%		6.5%		100.0%



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	







年代別男女それ以外数比較



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	











③相談者の居住地5_6



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293



																				グラフ05



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				不明 フメイ		96

				東京都		24

				北海道 ホッカイドウ		18

				神奈川県		18

				埼玉県		13

				長崎県		13

				愛知県		11

				京都府		11

				千葉県		9

				大阪府		8

				福岡県		7

				兵庫県		6

				熊本県		6

				長野県		5

				福島県		4

				岐阜県		4

				奈良県		4

				鳥取県		4

				広島県		4

				宮城県		3

				山形県		3

				島根県		3

				岩手県		2

				新潟県		2

				香川県		2

				鹿児島県		2

				青森県		1

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				富山県		1

				石川県		1																		グラフ06

				静岡県		1

				和歌山県		1

				岡山県		1

				山口県		1

				沖縄県		1

				秋田県		0

				福井県		0

				山梨県		0

				三重県		0

				滋賀県		0

				徳島県		0

				愛媛県		0

				高知県		0

				佐賀県		0

				大分県		0

				宮崎県		0

				合計 ゴウケイ		293





居住地別件数



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





居住地別相談件数（相談件数ソート）





東京都	北海道	神奈川県	埼玉県	長崎県	愛知県	京都府	千葉県	大阪府	福岡県	兵庫県	熊本県	長野県	福島県	岐阜県	奈良県	鳥取県	広島県	宮城県	山形県	島根県	岩手県	新潟県	香川県	鹿児島県	青森県	茨城県	栃木県	群馬県	富山県	石川県	静岡県	和歌山県	岡山県	山口県	沖縄県	秋田県	福井県	山梨県	三重県	滋賀県	徳島県	愛媛県	高知県	佐賀県	大分県	宮崎県	24	18	18	13	13	11	11	9	8	7	6	6	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







④相談件数（曜日別）7表4



				月		水		金		土

				91		74		76		60



										表04 ヒョウ

																												グラフ07



曜日別相談件数



[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]

月	水	金	土	91	74	76	60	



⑤相談件数（時間帯別）8表5



				時間帯		件数

				16時台		52

				17時台		66

				18時台		49

				19時台		55

				20時台		67

				21時台		4

				計 ケイ		293



																								グラフ08

				時間帯		16時台		17時台		18時台		19時台		20時台		21時台		計 ケイ

				件数		52		66		49		55		67		4		293



																		表05 ヒョウ



時間帯別相談件数



件数	

16時台	17時台	18時台	19時台	20時台	21時台	52	66	49	55	67	4	







20200311相談時間 (⑥関連)9表6

		1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		相談総数 ソウダン ソウスウ				表06 ヒョウ

		14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		293

		4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%		100.0%





		ID		受付番号		入力者ID		相談種別		受付日時 年		受付日時 月		受付日時 日		受付日時 曜日		相談時間 分		時間範囲整理 ジカン ハンイ セイリ		各件数 カク ケンスウ

		2		3		96														1分未満 フン ミマン		1

		10		15		44														1分未満 フン ミマン		2

		30		37		81														1分未満 フン ミマン		3

		39		47		93														1分未満 フン ミマン		4

		44		52		25														1分未満 フン ミマン		5

		53		61		12														1分未満 フン ミマン		6

		61		69		85														1分未満 フン ミマン		7

		84		90		2														1分未満 フン ミマン		8

		87		94		94														1分未満 フン ミマン		9

		139		148		60														1分未満 フン ミマン		10

		141		150		64														1分未満 フン ミマン		11

		143		152		62														1分未満 フン ミマン		12

		159		166		3														1分未満 フン ミマン		13

		267		281		10														1分未満 フン ミマン		14

		174		186		93												4		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		66		74		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2

		67		75		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3

		205		219		45												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4

		215		229		18												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		75		83		80												7		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6				グラフ09

		288		305		86												8		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		1		1		1												9		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		92		100		18												13		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		47		55		26												14		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2				1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		平均 ヘイキン		相談総数 ソウダン ソウスウ

		78		86		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3				14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		85.5		293

		140		149		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%

		37		45		18												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		99		107		44												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6

		25		30		26												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		41		49		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		82		92		10												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		9

		108		116		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		10

		65		73		86												19		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		11

		114		124		35												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		12

		133		142		17												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		13

		157		167		92												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		14

		199		213		82												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		15

		217		233		20												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		16

		130		141		113												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		17

		135		143		62												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		18

		38		46		8												23		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		19

		11		16		34												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		20

		175		185		87												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		21

		203		218		24												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		22

		81		91		73												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		23

		116		125		42												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		24

		237		251		108												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		25

		17		22		81												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		26

		186		197		39												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		27

		15		20		90												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		1

		21		26		18												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		2

		83		89		72												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		3

		129		138		107												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		4

		134		144		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		5

		138		147		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		6

		150		160		85												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		7

		155		164		92												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		8

		68		76		18												31		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		9

		9		14		33												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		10

		246		260		26												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		11

		19		24		45												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		12

		188		200		73												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		13

		218		232		46												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		14

		255		270		90												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		15

		12		17		65												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		16

		240		254		57												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		17

		100		108		57												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		18

		198		212		17												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		19

		283		299		7												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		20

		13		18		102												37		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		21

		57		65		93												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		22

		96		106		23												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		23

		187		199		8												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		24

		70		79		84												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		25

		106		114		91												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		26

		214		228		106												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		27

		239		253		42												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		28

		73		81		84												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		29

		185		196		44												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		30

		110		120		112												42		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		31

		90		99		81												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		32

		121		130		46												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		33

		105		113		11												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		34

		126		135		8												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		35

		230		244		42												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		36

		74		82		18												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		37

		151		161		93												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		38

		234		248		91												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		39

		245		259		26												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		40

		268		282		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		41

		279		295		24												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		42

		284		300		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		43

		115		123		46												46		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		44

		6		11		18												47		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		45

		273		287		90												48		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		46

		158		168		92												49		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		47

		4		9		24												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		48

		103		111		9												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		49

		122		132		84												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		50

		136		146		62												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		51

		204		217		61												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		52

		238		252		29												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		53

		248		263		11												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		54

		251		265		12												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		55

		142		151		24												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		56

		262		276		44												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		57

		20		25		10												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		58

		179		191		18												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		59

		86		95		85												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		60

		225		240		25												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		61

		247		261		12												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		62

		63		71		86												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		63

		120		127		46												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		64

		200		214		62												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		65

		95		103		35												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		66

		119		129		42												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		67

		221		234		42												58		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		68

		102		109		11												59		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		69

		23		28		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		1

		28		35		92												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		2

		76		84		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		3

		89		97		108												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		4

		113		121		42												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		5

		128		137		93												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		6

		160		169		80												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		7

		169		181		91												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		8

		181		192		112												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		9

		222		236		25												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		10

		277		293		28												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		11

		282		298		9												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		12

		231		246		13												62		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		13

		167		177		73												64		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		14

		154		163		93												65		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		15

		280		296		101												68		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		16

		201		216		41												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		17

		261		275		32												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		18

		24		29		61												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		19

		26		31		7						11						70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		20

		56		64		107												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		21

		59		67		86												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		22

		148		156		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		23

		166		175		60												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		24

		216		230		42												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		25

		235		249		82												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		26

		265		279		10												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		27

		266		280		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		28

		272		286		85												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		29

		286		302		102												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		30

		271		285		93												71		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		31

		118		128		30												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		32

		145		155		14												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		33

		292		308		81												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		34

		32		39		29												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		35

		184		195		30												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		36

		51		60		73												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		37

		58		66		92												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		38

		104		112		102												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		39

		107		115		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		40

		220		235		27												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		41

		289		303		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		42

		49		58		73												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		43

		123		131		8												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		44

		50		59		7												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		45

		64		72		93												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		46

		91		98		18												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		47

		147		157		13												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		48

		3		8		18												79		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		49

		14		19		11												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		50

		22		27		81												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		51

		88		96		90												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		52

		172		184		93												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		53

		177		188		112												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		54

		285		301		9												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		55

		33		41		64												81		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		56

		124		133		13												82		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		57

		191		202		101												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		58

		249		262		73												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		59

		250		264		101												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		60

		252		266		90												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		61

		60		68		93												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		62

		269		283		90												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		63

		180		190		17												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		64

		258		273		106												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		65

		182		193		39												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		66

		260		274		65												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		67

		223		237		67												89		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		68

		54		63		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		62		70		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		162		171		84												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		165		174		118												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		176		189		108												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		208		222		72												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		278		294		45												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		164		173		45												92		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		5		10		18												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		183		194		64												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		10

		163		172		29												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		11

		178		187		18												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		12

		194		205		86												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		13

		207		221		12												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		14

		259		272		18												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		15

		275		292		17												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		16

		48		57		12												96		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		17

		46		54		38												98		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		18

		72		80		17												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		19

		189		198		101												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		20

		227		243		122												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		21

		256		269		89												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		22

		290		306		91												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		23

		94		102		44												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		24

		196		210		18												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		25

		31		40		35												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		26

		93		101		23												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		27

		192		203		89												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		28

		212		226		80												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		29

		213		227		18												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		30

		228		241		27												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		31

		281		297		102												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		32

		35		42		18												109		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		33

		97		105		35												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		34

		156		165		89												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		35

		197		211		81												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		36

		244		258		57												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		37

		257		271		80												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		38

		36		44		13												111		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		39

		29		36		18												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		40

		109		117		82												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		41

		226		238		120												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		42

		55		62		86												116		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		43

		71		78		18												118		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		44

		27		33		88												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		1

		34		43		8												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		2

		69		77		80												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		3

		79		87		72												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		4

		101		110		74												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		5

		112		122		27												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		6

		190		201		10												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		7

		195		209		82												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		8

		206		220		102												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		9

		219		231		36												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		10

		291		307		18												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		11

		161		170		18												124		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		12

		293		309		17												125		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		13

		137		145		39												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		14

		233		247		86												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		15

		131		140		81												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		16

		241		256		29												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		17

		270		284		88												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		18

		7		12		17												132		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		19

		144		154		102												133		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		20

		8		13		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		21

		274		290		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		22

		127		136		87												140		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		23

		232		245		101												141		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		24

		149		159		92												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		25

		224		239		69												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		26

		168		179		93												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		27

		173		183		91												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		28

		111		119		18												145		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		29

		229		242		41												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		30

		253		268		93												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		31

		210		223		94												147		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		32

		80		88		14												148		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		33

		98		104		67												150		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		117		126		35												154		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		193		204		90												155		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		125		134		81												160		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		236		250		17												161		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		209		225		90												165		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		16		21		85												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		40		48		89												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		276		291		84												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		171		180		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		1

		254		267		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		2

		52		56		101												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		3

		152		158		89												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		4

		77		85		45												190		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		5

		264		277		8												192		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		6

		85		93		105												195		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		7

		43		50		106												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		8

		170		182		85												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		9

		263		278		102												206		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		10

		153		162		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		11

		211		224		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		12

		45		53		65												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		13

		242		255		36												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		14

		18		23		18												219		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		15

		287		304		92												226		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		16

		243		257		42												232		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		17

		202		215		32												240		4時間以上 ジカンイジョウ		1

		42		51		18												273		4時間以上 ジカンイジョウ		2

		132		139		18												337		4時間以上 ジカンイジョウ		3

		146		153		13												770		4時間以上 ジカンイジョウ		4

																		85.5053763441



1回当たりの相談に要した時間



1分未満	

14	1分以上	
10分未満	

8	10分以上	
30分未満	

27	30分以上	
１時間未満	

69	1時間以上	
1時間半未満	



68	1時間半以上	
2時間未満	



44	2時間以上	
2時間半未満	

33	2時間半以上	
3時間未満	

9	3時間以上	
4時間未満	

17	4時間以上	

4	









1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	14	8	27	69	68	44	33	9	17	4	1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	4.778156996587031E-2	2.7303754266211604E-2	9.2150170648464161E-2	0.23549488054607509	0.23208191126279865	0.15017064846416384	0.11262798634812286	3.0716723549488054E-2	5.8020477815699661E-2	1.3651877133105802E-2	





⑥相談に要した時間



				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上		相談総数 ソウダン ソウスウ

				14		8		27		69		175		293

				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		59.7%		100.0%





1件の相談時間



1分未満	[系列名], [値]

4.78％





14	1分以上10分未満	[系列名], [値]

2.73％





8	10分以上30分未満	[系列名], [値]

9.22％





27	30分以上１時間未満	[系列名], [値]

23.55％





69	1時間以上	[系列名], [値]

59.73％





175	







⑦情報入手経路10表7



				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明		総件数 ソウケンスウ

				1		2		0		7		0		8		154		293

				0.3%		0.7%		0.0%		2.4%		0.0%		2.7%		52.6%		100.0%

				※各項合計数が総件数と合わない。実数としては172 カクコウ ゴウケイ スウ ソウケンスウ ア ジッスウ

																表07 ヒョウ

																														グラフ10



情報入手経路





行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	3.4129692832764505E-3	6.8259385665529011E-3	0	2.3890784982935155E-2	0	2.7303754266211604E-2	0.52559726962457343	







⑧性暴力被害の内容 (修正)11

		性暴力被害の内容

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		その他 タ		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ														レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		その他 タ

				55		46		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		0		0														55		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		46

																																														21%		17%		12%		8%		7%		5%		4%		3%		2%		2%		2%		0%		18%

				集約 シュウヤク

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				102		32		29		18		11		4		5		12		46



																						グラフ11



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	その他	55	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	46	



追加報告書よりコピペ重複被害12表8_9_11

				0個		1個		2個		3個		4個		合計						被害の重複 ヒガイ チョウフク																				２つ以上の該当件数		２つ該当件数		３つ該当件数		４つ該当件数

		10代		32		31		8		1		0		72						10代		9																		45		35		6		4

		20代		28		59		14		3		1		105						20代		18																		組合せ総数		２つ該当組合せ総数		３つ該当組合せ総数		４つ該当組合せ総数

		30代		9		20		2		1		2		34						30代		5																		77		35		18		24

		40代		8		16		5		1		1		31						40代		7

		50代		5		7		0		0		0		12						50代		0																				表11 ヒョウ

		60代		1		0		0		0		0		1						60代		0

		不明		10		22		6		0		0		38						不明		6

		合計		93		155		35		6		4		293

		割合		31.70%		52.90%		11.90%		2.00%		1.40%		 

														表08　報告書よりコピペ ヒョウ ホウコクショ



						2個		3個		4個		合計

				10代		8		1		0		9

				20代		14		3		1		18

				30代		2		1		2		5

				40代		5		1		1		7

				50代		0		0		0		0

				60代		0		0		0		0

				不明		6		0		0		6

				合計		35		6		4		45

												表09



被害の重複（年代別）



10代	20代	30代	40代	50代	60代	不明	9	18	5	7	0	0	6	







コピペ表10

				レイプ		レイプ未遂		性虐待		強制わいせつ		デートDV／DV		AV強要		リベンジポルノ		デジタル性暴力		ストーカー		痴漢、盗撮		JKビジネスでの被害		援助交際での被害		風俗営業等での被害		セクハラ		その他

		レイプ未遂		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		性虐待		4		1		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		強制わいせつ		11		1		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デートDV
／DV		3		0		0		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		AV強要		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		リベンジ
ポルノ		3		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デジタル
性暴力		5		0		1		0		2		0		3		 		 		 		 		 		 		 		 

		ストーカー		0		0		0		0		0		0		1		0		 		 		 		 		 		 		 

		痴漢、盗撮		3		0		2		2		0		0		2		3		0		 		 		 		 		 		 

		JKビジネス
での被害		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 

		援助交際
での被害		1		0		1		0		0		0		1		2		0		1		0		 		 		 		 

		風俗営業等
での被害		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 

		セクハラ		4		0		0		4		0		0		0		0		1		1		0		0		0		 		 

		その他		2		0		2		1		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		 

		合計		37		2		8		9		2		0		7		7		2		2		0		0		0		1		0

		割合（n=77)		48.1%		2.6%		10.4%		11.7%		2.6%		0.0%		9.1%		9.1%		2.6%		2.6%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		0.0%





Sheet2

				10代		10代		20代		20代		30代		30代		40代		40代		50代		50代		60代以上		60代以上		不明				合計 ゴウケイ

		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		72				105				34				31				12				1				38				293		0.0%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		33		ERROR:#DIV/0!		72		ERROR:#DIV/0!		21		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		172		ERROR:#DIV/0!

		その他		9		ERROR:#DIV/0!		15		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		8		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		51		ERROR:#DIV/0!

		メンタルのこと		3		ERROR:#DIV/0!		18		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		35		ERROR:#DIV/0!

		家族のこと カゾク		6		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		31		ERROR:#DIV/0!

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		7		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		28		ERROR:#DIV/0!

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		5		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		13		ERROR:#DIV/0!

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		2		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		11		ERROR:#DIV/0!

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!

		お金のこと カネ		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!



				各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

		10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0

		10代		100.0%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0.0%

		20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0

		20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0.0%

		30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0

		30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%

		40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0

		40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0.0%

		50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

		50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

				1		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0.0%

		合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

				100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%

				※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334		1.2184300341

		合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

		357		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		1.2184300341		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334





⑧性暴力被害の内容13表12

		性暴力被害の内容

				レイプ
（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV／
DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46						レイプ未遂 ミスイ		4

																																						性虐待 セイ ギャクタイ		32

				集約 シュウヤク																																		強制わいせつ キョウセイ		43

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ				表12 ヒョウ														デートDV／DV		18

				102		32		29		18		11		4		5		12		46																		AV強要 キョウヨウ		0

																																						リベンジポルノ		7

																																						デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22

																																						ストーカー		4

																																						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																						JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

																																						援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

																																						風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

																																						セクハラ		12

																																						その他 タ		46



																																																		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55						レイプ・強制わいせつ キョウセイ		102

																																																		レイプ未遂 ミスイ		4						性虐待 セイ ギャクタイ		32

																																																		性虐待 セイ ギャクタイ		32						デジタル（リベンジ含む） フク		29

																																																		強制わいせつ キョウセイ		43						デートDV／DV		18

																																																		デートDV／DV		18						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																																		AV強要 キョウヨウ		0						ストーカー		4

																																																		リベンジポルノ		7						援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		5

																																																		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22						セクハラ		12

																																																		ストーカー		4						その他 タ		46

																																																		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55																																												JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

				その他 タ		46																																												援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				強制わいせつ キョウセイ		43																																												風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				性虐待 セイ ギャクタイ		32																																												セクハラ		12

				デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22																																												その他 タ		46

				デートDV／DV		18

				セクハラ		12

				痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				リベンジポルノ		7

				レイプ未遂 ミスイ		4

				ストーカー		4

				援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				AV強要 キョウヨウ		0

				JKビジネスでの被害 ヒガイ		0										グラフ13（413追加） ツイカ



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ	
（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ	
未遂	性虐待	強制	
わいせつ	デートDV／	
DV	AV強要	リベンジ	
ポルノ	デジタル	
性暴力	ストーカー	痴漢、	
盗撮	JKビジネス	
での被害	援助交	際	
での被害	風俗営業等	
での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	





性暴力被害の類型



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







⑨各年代ごとの被害の割合表13

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV
／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業
等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その
他 タ		各年代
の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		14.0%		0.0%		18.0%		24.0%		8.0%		0.0%		2.0%		16.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.0%		2.0%		2.0%		10.0%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		25.0%		0.0%		11.0%		17.0%		8.0%		0.0%		2.0%		5.0%		1.0%		6.0%		0.0%		1.0%		0.0%		6.0%		18.0%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		25.7%		5.7%		8.6%		14.3%		5.7%		0.0%		0.0%		5.7%		2.9%		5.7%		0.0%		2.9%		0.0%		8.6%		14.3%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		24.2%		3.0%		0.0%		12.1%		0.0%		0.0%		9.1%		15.2%		0.0%		6.1%		0.0%		0.0%		0.0%		6.1%		24.2%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		14.3%		28.6%		14.3%		28.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						17.6%		0.0%		20.6%		11.8%		5.9%		0.0%		2.9%		5.9%		5.9%		2.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		26.5%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩被害ごとの年代の割合表14

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		12.7%		0.0%		28.1%		27.9%		22.2%		0.0%		14.3%		36.4%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		100.0%		8.3%		10.9%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		45.5%		0.0%		34.4%		39.5%		44.4%		0.0%		28.6%		22.7%		25.0%		54.5%		0.0%		25.0%		0.0%		50.0%		39.1%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		16.4%		50.0%		9.4%		11.6%		11.1%		0.0%		0.0%		9.1%		25.0%		18.2%		0.0%		25.0%		0.0%		25.0%		10.9%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		14.5%		25.0%		0.0%		9.3%		0.0%		0.0%		42.9%		22.7%		0.0%		18.2%		0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		17.4%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		25.0%		6.3%		2.3%		11.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.2%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						10.9%		0.0%		21.9%		9.3%		11.1%		0.0%		14.3%		9.1%		50.0%		9.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		19.6%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩-2被害年代性別割合

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計 ゴウケイ

		女性		59		95		27		26		10		1		20		238

		男性		9		3		4		3		2		0		5		26

		それ以外 イガイ		1		6		2		1		0		0		0		10

		不明 フメイ		3		1		1		1		0		0		13		19

				72		105		34		31		12		1		38		293





女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	









⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス修正表15_16

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

						合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

						357		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						121.8%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表15 ヒョウ





						各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ						72

				10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0						105

				10代		45.8%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0						34

				20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0						31

				20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0						12

				30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0						1

				30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0						38

				40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0						293

				40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0

				50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

				50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

						100.0%		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0

				合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表16 ヒョウ

						※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク





Sheet4

		合計 ゴウケイ		357		121.8%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		172		58.7%

		その他		51		17.4%

		メンタルのこと		35		11.9%

		家族のこと カゾク		31		10.6%

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		28		9.6%

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		13		4.4%

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		11		3.8%

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		6		2.0%

		お金のこと カネ		5		1.7%

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		5		1.7%

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		0.0%







⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				10代		45.8%		6.9%		8.3%		9.7%		0.0%		4.2%		0.0%		1.4%		0.0%		2.8%		12.5%								34

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				20代		68.6%		2.9%		8.6%		8.6%		1.0%		17.1%		3.8%		0.0%		0.0%		3.8%		14.3%								12

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				30代		61.8%		8.8%		5.9%		17.6%		5.9%		8.8%		0.0%		0.0%		0.0%		2.9%		26.5%								38

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				40代		64.5%		3.2%		9.7%		6.5%		0.0%		19.4%		3.2%		3.2%		0.0%		6.5%		25.8%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.0%		0.0%		8.3%		16.7%		0.0%		8.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		41.7%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

						52.6%		2.6%		23.7%		5.3%		5.3%		10.5%		2.6%		7.9%		0.0%		5.3%		13.2%

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293

						58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%







⑫表12修正（原）

		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		リベンジポルノ		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		セクハラ		その他 タ

		55		43		4		32		22		7		18		11		4		4		1		0		0		12		46



		集約 シュウヤク

		レイプ・強制わいせつ キョウセイ						性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル
（リベンジ含む） フク				デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ								セクハラ		その他 タ

		102						32		29				18		11		4		5								12		46







⑫年代と相談テーマ14

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

																						グラフ14



相談テーマと年代

性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	7	9	6	2	2	0	2	お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	メンタルのこと	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	









⑬相談テーマの年代別の割合 (2)

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293







性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	







その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	







各年代の人数	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	72	105	34	31	12	1	38	







学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	







家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	







お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	







メンタルのこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	







身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	







行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	







気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	







相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	







⑭加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246



		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ





交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	







クラブ活動等コーチ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	







学校の先輩	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	







学校の後輩・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	







アルバイト・職場の上司	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	







アルバイト・職場の同僚・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	







友人・知人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	







SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	







ナンパ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







見知らぬ人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	







その他	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	







元交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	







不明	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	





加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	32	9	12	0	25	5	0	23	0	10	4	7	2	5	8	13	8	0	14	20	1	5	53	61	







配偶者	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	







実父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	







継父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	







その他親族	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	







担任教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







担任以外の教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	







⑭２加害者情報（被害者との関係）26表18元



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246





						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246





						合計 ゴウケイ

				パートナー		53

				家族 カゾク		63

				学校 ガッコウ		26

				職場 ショクバ		21

				友人・知人 ユウジン チジン		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		20

				ナンパ		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		5

				その他 タ		53

				不明 フメイ		61

				合計 ゴウケイ		317



										パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

										53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

										16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%				表18





加害者の属性



[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]

パートナー	家族	学校	職場	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	0.16719242902208201	0.19873817034700317	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	4.4164037854889593E-2	6.3091482649842268E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	0.16719242902208201	0.19242902208201892	53	63	26	21	14	20	1	5	53	61	

加害者と被害者の関係性

交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	元交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	元配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	パートナー	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	11	0	0	4	20	0	3	5	1	0	0	0	0	0	6	3	実父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	継父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	親の交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	祖父・祖母（義祖父母を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他親族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	家族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	1	29	10	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	10	2	担任教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	スト	ーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	担任以外の教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	クラブ活動等コーチ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	学校の先輩	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	学校の後輩・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	学校	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	8	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	アルバイト・職場の上司	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	アルバイト・職場の同僚・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	仕事の客、取引先の人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職場	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	4	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0	友人・知人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	ナンパ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見知らぬ人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	その他	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	不明	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	




表18



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%



																表18

				家族 カゾク		パートナー		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				63		53		26		21		20		14		1		5		53

				0.1987381703		0.167192429		0.0820189274		0.0662460568		0.0630914826		0.0441640379		0.0031545741		0.0157728707		0.167192429



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%







家族	パートナー	学校	職場	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	友人・知人	ナンパ	見知らぬ人	63	53	26	21	20	14	1	5	家族	パートナー	学校	職場	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	友人・知人	ナンパ	見知らぬ人	0.19873817034700317	0.16719242902208201	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	6.3091482649842268E-2	4.4164037854889593E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	



Sheet1

		期間		件数		割合 ワリアイ		割合				不明抜きの割合

		72時間以内		7		8.2%		2.40%				5.60%

		1週間以内		2		2.4%		0.70%				1.60%

		1ｶ月以内		8		9.4%		2.70%				6.40%

		半年以内		13		15.3%		4.40%				10.40%

		1年以内		19		22.4%		6.50%				15.20%

		10年以上前		36		42.4%		12.30%				28.80%

		その他 		40				13.70%				32.00%

		不明		168				57.30%

		合計		293				100.00%



						85





アンケート



								相談しやすかった		71		80%

								相談しにくかった		4		5%

								ここを変えてほしい		11		12%

								未回答		3		3%

								合計		89		100%



								良かった		72		81%

								悪かった		5		6%

								ここを変えてほしい		9		10%

								未回答		3		3%

								合計		89		100%
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表・グラフ

		性別 セイベツ

						女性		男性		それ以外		不明		合計

				合計		238		26		10		19		293

		年代 ネンダイ

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%







		性別×年代 セイベツ ネンダイ

						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

		情報入手経路 ジョウホウ ニュウシュ ケイロ

				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明

				1		2		0		7		0		8		154

				0.34%		0.68%		0.00%		2.39%		0.00%		2.73%		52.56%

































		相談テーマ ソウダン

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

				58.70%		4.44%		10.58%		9.56%		1.71%		11.95%		2.05%		1.71%		0.00%		3.75%		17.41%

		年代と相談テーマ ネンダイ ソウダン

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357







		暴力種別の年代別の割合 ボウリョク シュベツ ネンダイベツ ワリアイ

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72

				10代		45.83%		6.94%		8.33%		9.72%		0.00%		4.17%		0.00%		1.39%		0.00%		2.78%		12.50%

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105

				20代		68.57%		2.86%		8.57%		8.57%		0.95%		17.14%		3.81%		0.00%		0.00%		3.81%		14.29%

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34

				30代		61.76%		8.82%		5.88%		17.65%		5.88%		8.82%		0.00%		0.00%		0.00%		2.94%		26.47%

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31

				40代		64.52%		3.23%		9.68%		6.45%		0.00%		19.35%		3.23%		3.23%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.00%		0.00%		8.33%		16.67%		0.00%		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		41.67%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		年代と相談テーマの数 ネンダイ ソウダン スウ

				相談1件当たりのテーマの数 ソウダン ケン ア スウ		0個		1個		2個		3個		4個		5個		6個		7個		8個		9個		10個		11個		12個		合計 ゴウケイ

				10代		46		19		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72

				20代		62		26		14		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105

				30代		17		10		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34

				40代		14		10		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31

				50代		5		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12

				60代以上		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		19		11		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38

				合計 ゴウケイ		163		82		41		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		293

		スクリーニング

				1.本SNS相談の対応のみで終了 ホン ソウダン タイオウ シュウリョウ		2.必要な情報の提供を行った ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ オコナ		3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った ヒツヨウ シャカイ シゲン ソウダン サキ テイキョウ オコナ		4.来所面談を行った ライ ショ メンダン オコナ		5.同行支援を行った ドウコウ シエン オコナ		6.その他 タ

				217		71		35		0		0		20

				74.06%		24.23%		11.95%		0.00%		0.00%		6.83%





		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ

				交際相手 コウサイ アイテ		元交際相手 モト コウサイ アイテ		配偶者 ハイグウシャ		元配偶者 モト ハイグウシャ		実父 ジップ		継父 ケイ チチ		親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		その他親族 タ シンゾク		担任教師 タンニン キョウシ		担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		学校の先輩 ガッコウ センパイ		学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				22		7		10		0		20		4		0		17		0		8		4		6		1		5		7		8		4		0		11		18		1		3		41

				7.51%		2.39%		3.41%		0.00%		6.83%		1.37%		0.00%		5.80%		0.00%		2.73%		1.37%		2.05%		0.34%		1.71%		2.39%		2.73%		1.37%		0.00%		3.75%		6.14%		0.34%		1.02%		13.99%

		相談時間 ソウダン ジカン

				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上

				14		8		27		69		175

				4.78%		2.73%		9.22%		23.55%		59.73%

		居住地 キョジュウチ

				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293





		婚姻状況 コンイン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				既婚		24

				死別		0

				未婚		72

				離婚		0

				離婚協議		0

				離婚裁判		1

				離婚審判		0

				離婚調停		0

				不明 フメイ		196

				合計 ゴウケイ		293

		家族構成 カゾク コウセイ

				構成 コウセイ		件数 ケンスウ

				同居		61

				独居		0

				別居		10

				不明 フメイ		222

				合計 ゴウケイ		293

		就労状況 シュウロウ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				有 アリ		43

				無 ナシ		26

				不明 フメイ		224

				合計 ゴウケイ		293

		就学/就労 シュウガク シュウロウ

				職業 ショクギョウ		件数 ケンスウ

				小学生 ショウガクセイ		2

				中学生 チュウガクセイ		4

				高校生 コウコウセイ		11

				大学生 ダイガクセイ		6

				大学院生 ダイガク インセイ		0

				正社員 セイシャイン		3

				契約社員 ケイヤク シャイン		1

				パート		2

				派遣 ハケン		1

				風俗嬢 フウゾク ジョウ		1

				福祉的就労 フクシテキ シュウロウ		0

				その他 タ		15

				不明 フメイ		247

				合計 ゴウケイ		293



		医療機関受診状況 イリョウ キカン ジュシン ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				身体の疾患		5

				精神疾患		38

				無		22

				不明 フメイ		228

				合計 ゴウケイ		293

		障がいの有無 ショウ ウム

				種類 シュルイ		件数 ケンスウ

				身体		0

				精神		18

				知的		0

				発達		1

				無		9

				不明 フメイ		265

				合計 ゴウケイ		293

		経済状況 ケイザイ ジョウキョウ

				状況 ジョウキョウ		件数 ケンスウ

				家計が苦しい		10

				家計に問題はない		4

				所持金がない		2

				その他		7

				不明 フメイ		270

				合計 ゴウケイ		293





		緊急支援の必要性 キンキュウ シエン ヒツヨウセイ

				有無 ウム		件数 ケンスウ

				有		18

				無		132

				不明 フメイ		143

				合計 ゴウケイ		293

		性暴力害の内容 セイ ボウリョク ガイ ナイヨウ

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		72

				10代		9.72%		0.00%		12.50%		16.67%		5.56%		0.00%		1.39%		11.11%		0.00%		0.00%		0.00%		2.78%		1.39%		1.39%		6.94%

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		105

				20代		23.81%		0.00%		10.48%		16.19%		7.62%		0.00%		1.90%		4.76%		0.95%		5.71%		0.00%		0.95%		0.00%		5.71%		17.14%

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		34

				30代		26.47%		5.88%		8.82%		14.71%		5.88%		0.00%		0.00%		5.88%		2.94%		5.88%		0.00%		2.94%		0.00%		8.82%		14.71%

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		31

				40代		25.81%		3.23%		0.00%		12.90%		0.00%		0.00%		9.68%		16.13%		0.00%		6.45%		0.00%		0.00%		0.00%		6.45%		25.81%

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12

				50代		0.00%		8.33%		16.67%		8.33%		16.67%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.33%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46

		加害者情報と性被害 カガイシャジョウホウ セイヒガイ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



&F


&P/&N	


相談者の男女比











女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	

家族構成



件数	同居	独居	別居	不明	61	0	10	222	







就労状況



件数	有	無	不明	43	26	224	







就学／就労



件数	

小学生	中学生	高校生	大学生	大学院生	正社員	契約社員	パート	派遣	風俗嬢	福祉的就労	その他	不明	2	4	11	6	0	3	1	2	1	1	0	15	247	





医療機関受診状況



件数	身体の疾患	精神疾患	無	不明	5	38	22	228	







障がいの有無



件数	身体	精神	知的	発達	無	不明	0	18	0	1	9	265	







経済状況



件数	家計が苦しい	家計に問題はない	所持金がない	その他	不明	10	4	2	7	270	







緊急支援の必要性



件数	有	無	不明	18	132	143	







相談テーマと年代



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性	虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	不明	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	9	2	2	4	1	3	0	2	5	合計	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	









相談テーマの年代別の割合



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.45833333333333331	6.9444444444444448E-2	8.3333333333333329E-2	9.7222222222222224E-2	0	4.1666666666666664E-2	0	1.3888888888888888E-2	0	2.7777777777777776E-2	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.68571428571428572	2.8571428571428571E-2	8.5714285714285715E-2	8.5714285714285715E-2	9.5238095238095247E-3	0.17142857142857143	3.8095238095238099E-2	0	0	3.8095238095238099E-2	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.61764705882352944	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0	0	0	2.9411764705882353E-2	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.64516129032258063	3.2258064516129031E-2	9.6774193548387094E-2	6.4516129032258063E-2	0	0.19354838709677419	3.2258064516129031E-2	3.2258064516129031E-2	0	6.4516129032258063E-2	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0.5	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	8.3333333333333329E-2	0	0	0	0	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	







加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	22	7	10	0	20	4	0	17	0	8	4	6	1	5	7	8	4	0	11	18	1	3	41	





「CureTime」情報の入手経路



行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	







性暴力害の内容



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	







性暴力害内容の年代別の割合



10代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	9.7222222222222224E-2	0	0.125	0.16666666666666666	5.5555555555555552E-2	0	1.3888888888888888E-2	0.1111111111111111	0	0	0	2.7777777777777776E-2	1.3888888888888888E-2	1.3888888888888888E-2	6.9444444444444448E-2	20代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.23809523809523808	0	0.10476190476190476	0.16190476190476191	7.6190476190476197E-2	0	1.9047619047619049E-2	4.7619047619047616E-2	9.5238095238095247E-3	5.7142857142857141E-2	0	9.5238095238095247E-3	0	5.7142857142857141E-2	0.17142857142857143	30代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.26470588235294118	5.8823529411764705E-2	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	5.8823529411764705E-2	0	0	5.8823529411764705E-2	2.9411764705882353E-2	5.8823529411764705E-2	0	2.9411764705882353E-2	0	8.8235294117647065E-2	0.14705882352941177	40代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0.25806451612903225	3.2258064516129031E-2	0	0.12903225806451613	0	0	9.6774193548387094E-2	0.16129032258064516	0	6.4516129032258063E-2	0	0	0	6.4516129032258063E-2	0.25806451612903225	50代	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	8.3333333333333329E-2	0.16666666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3333333333333329E-2	60代以上	レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代別の男女比



女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	59	95	27	26	10	1	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	9	3	4	3	2	0	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	1	6	2	1	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	3	1	1	1	0	0	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	72	105	34	31	12	1	







相談テーマ



性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	172	13	31	28	5	35	6	5	0	11	51	







相談テーマと年代（不明を除く）



10代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	33	5	6	7	0	3	0	1	0	2	9	20代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	72	3	9	9	1	18	4	0	0	4	15	30代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	21	3	2	6	2	3	0	0	0	1	9	40代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	20	1	3	2	0	6	1	1	0	2	8	50代	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	5	60代以上	性暴力被害のこと（性虐待を含む）	学校、アルバイト、職	場のこと	家族のこと	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	お金のこと	メンタルのこと	身体の病気のこと	行くところがないこと（家出を含む）	気持ちを聴いてほしい	相談先を知りたい	その他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	







年代と相談テーマ数



10代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	46	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	62	26	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	17	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	14	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50代	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60代以上	0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







スクリーニング



1.本SNS相談の対応のみで終了	2.必要な情報の提供を行った	3.必要な社会資源(相談先)の提供を行った	4.来所面談を行った	5.同行支援を行った	6.その他	217	71	35	0	0	20	







相談時間数



1分未満	1分以上10分未満	10分以上30分未満	30分以上１時間未満	1時間以上	14	8	27	69	175	







相談者の居住地(不明抜き)



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





婚姻状況



件数	既婚	死別	未婚	離婚	離婚協議	離婚裁判	離婚審判	離婚調停	不明	24	0	72	0	0	1	0	0	196	









casya（①相談者内訳）不使用



				女性		男性		それ以外		不明		合計				表01関連 ヒョウ カンレン

				238		26		10		19		293

																												グラフ01関連 カンレン



相談者の男女それ以外比













女性	男性	それ以外	不明	238	26	10	19	





②相談者の性別・年齢 (修正)2_4



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						不明 フメイ		それ以外 イガイ		男性		女性		合計 ゴウケイ

				10代		3		1		9		59		72

				20代		1		6		3		95		105

				30代		1		2		4		27		34

				40代		1		1		3		26		31

				50代		0		0		2		10		12

				60代以上		0		0		0		1		1

				不明		13		0		5		20		38

				合計 ゴウケイ		19		10		26		238		293

																																		グラフ02

																																		グラフ04



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	







年代別男女それ以外数比較



不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	それ以外	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	男性	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	











②相談者の性別・年齢3表2_3



				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計				表02 ヒョウ

				72		105		34		31		12		1		38		293

				24.6%		35.8%		11.6%		10.6%		4.1%		0.3%		13.0%		100.0%



						女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				10代		59		9		1		3		72

				20代		95		3		6		1		105

				30代		27		4		2		1		34

				40代		26		3		1		1		31

				50代		10		2		0		0		12

				60代以上		1		0		0		0		1

				不明		20		5		0		13		38

				合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293				表03 ヒョウ

												グラフ03



				女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

		10代		59		9		1		3		72

				20.1%		3.1%		0.3%		1.0%		24.6%

		20代		95		3		6		1		105

				32.4%		1.0%		2.0%		0.3%		35.8%

		30代		27		4		2		1		34

				9.2%		1.4%		0.7%		0.3%		11.6%

		40代		26		3		1		1		31

				8.9%		1.0%		0.3%		0.3%		10.6%

		50代		10		2		0		0		12

				3.4%		0.7%		0.0%		0.0%		4.1%

		60代以上		1		0		0		0		1

				0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.3%

		不明		20		5		0		13		38

				6.8%		1.7%		0.0%		4.4%		13.0%

		合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				81.2%		8.9%		3.4%		6.5%		100.0%



年代比率（母数：293人）



10代	10代, [値]人

24.6％





72	20代	20代, [値]人

35.8％





105	30代	30代, [値]人

11.6％





34	40代	40代, [値]人

10.6％





31	50代	50代, [値]人

4.1％





12	60代以上	60以上, [値]人

0.3％





1	不明	不明, [値]人

13.0％
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各年代での男女それ以外比



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	59	95	27	26	10	1	20	238	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	9	3	4	3	2	0	5	26	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	1	6	2	1	0	0	0	10	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	合計	3	1	1	1	0	0	13	19	







年代別男女それ以外数比較



女性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	











③相談者の居住地5_6



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				北海道 ホッカイドウ		18

				青森県		1

				岩手県		2

				宮城県		3

				秋田県		0

				山形県		3

				福島県		4

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				埼玉県		13

				千葉県		9

				東京都		24

				神奈川県		18

				新潟県		2

				富山県		1

				石川県		1

				福井県		0

				山梨県		0

				長野県		5

				岐阜県		4

				静岡県		1

				愛知県		11

				三重県		0

				滋賀県		0

				京都府		11

				大阪府		8

				兵庫県		6

				奈良県		4

				和歌山県		1

				鳥取県		4

				島根県		3

				岡山県		1

				広島県		4

				山口県		1

				徳島県		0

				香川県		2

				愛媛県		0

				高知県		0

				福岡県		7

				佐賀県		0

				長崎県		13

				熊本県		6

				大分県		0

				宮崎県		0

				鹿児島県		2

				沖縄県		1

				不明 フメイ		96

				合計 ゴウケイ		293



																				グラフ05



				都道府県 トドウフケン		件数 ケンスウ

				不明 フメイ		96

				東京都		24

				北海道 ホッカイドウ		18

				神奈川県		18

				埼玉県		13

				長崎県		13

				愛知県		11

				京都府		11

				千葉県		9

				大阪府		8

				福岡県		7

				兵庫県		6

				熊本県		6

				長野県		5

				福島県		4

				岐阜県		4

				奈良県		4

				鳥取県		4

				広島県		4

				宮城県		3

				山形県		3

				島根県		3

				岩手県		2

				新潟県		2

				香川県		2

				鹿児島県		2

				青森県		1

				茨城県		1

				栃木県		1

				群馬県		1

				富山県		1

				石川県		1																		グラフ06

				静岡県		1

				和歌山県		1

				岡山県		1

				山口県		1

				沖縄県		1

				秋田県		0

				福井県		0

				山梨県		0

				三重県		0

				滋賀県		0

				徳島県		0

				愛媛県		0

				高知県		0

				佐賀県		0

				大分県		0

				宮崎県		0

				合計 ゴウケイ		293





居住地別件数



件数	

北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	18	1	2	3	0	3	4	1	1	1	13	9	24	18	2	1	1	0	0	5	4	1	11	0	0	11	8	6	4	1	4	3	1	4	1	0	2	0	0	7	0	13	6	0	0	2	1	





居住地別相談件数（相談件数ソート）





東京都	北海道	神奈川県	埼玉県	長崎県	愛知県	京都府	千葉県	大阪府	福岡県	兵庫県	熊本県	長野県	福島県	岐阜県	奈良県	鳥取県	広島県	宮城県	山形県	島根県	岩手県	新潟県	香川県	鹿児島県	青森県	茨城県	栃木県	群馬県	富山県	石川県	静岡県	和歌山県	岡山県	山口県	沖縄県	秋田県	福井県	山梨県	三重県	滋賀県	徳島県	愛媛県	高知県	佐賀県	大分県	宮崎県	24	18	18	13	13	11	11	9	8	7	6	6	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







④相談件数（曜日別）7表4



				月		水		金		土

				91		74		76		60



										表04 ヒョウ

																												グラフ07



曜日別相談件数



[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]
[値]件
 [パーセンテージ]

月	水	金	土	91	74	76	60	



⑤相談件数（時間帯別）8表5



				時間帯		件数

				16時台		52

				17時台		66

				18時台		49

				19時台		55

				20時台		67

				21時台		4

				計 ケイ		293



																								グラフ08

				時間帯		16時台		17時台		18時台		19時台		20時台		21時台		計 ケイ

				件数		52		66		49		55		67		4		293



																		表05 ヒョウ



時間帯別相談件数



件数	

16時台	17時台	18時台	19時台	20時台	21時台	52	66	49	55	67	4	







20200311相談時間 (⑥関連)9表6

		1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		相談総数 ソウダン ソウスウ				表06 ヒョウ

		14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		293

		4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%		100.0%





		ID		受付番号		入力者ID		相談種別		受付日時 年		受付日時 月		受付日時 日		受付日時 曜日		相談時間 分		時間範囲整理 ジカン ハンイ セイリ		各件数 カク ケンスウ

		2		3		96														1分未満 フン ミマン		1

		10		15		44														1分未満 フン ミマン		2

		30		37		81														1分未満 フン ミマン		3

		39		47		93														1分未満 フン ミマン		4

		44		52		25														1分未満 フン ミマン		5

		53		61		12														1分未満 フン ミマン		6

		61		69		85														1分未満 フン ミマン		7

		84		90		2														1分未満 フン ミマン		8

		87		94		94														1分未満 フン ミマン		9

		139		148		60														1分未満 フン ミマン		10

		141		150		64														1分未満 フン ミマン		11

		143		152		62														1分未満 フン ミマン		12

		159		166		3														1分未満 フン ミマン		13

		267		281		10														1分未満 フン ミマン		14

		174		186		93												4		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		66		74		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2

		67		75		3												5		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3

		205		219		45												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4

		215		229		18												6		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		75		83		80												7		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6				グラフ09

		288		305		86												8		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		1		1		1												9		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		92		100		18												13		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		1

		47		55		26												14		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		2				1分未満		1分以上
10分未満		10分以上
30分未満		30分以上
１時間未満		1時間以上
1時間半未満 ジカン ハン ミマン		1時間半以上
2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2時間以上
2時間半未満 ジカン ハン ミマン		2時間半以上
3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3時間以上
4時間未満 ジカン ミマン		4時間以上 ジカン イジョウ		平均 ヘイキン		相談総数 ソウダン ソウスウ

		78		86		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		3				14		8		27		69		68		44		33		9		17		4		85.5		293

		140		149		24												15		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		4				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		23.2%		15.0%		11.3%		3.1%		5.8%		1.4%

		37		45		18												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		5

		99		107		44												16		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		6

		25		30		26												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		7

		41		49		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		8

		82		92		10												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		9

		108		116		18												17		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		10

		65		73		86												19		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		11

		114		124		35												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		12

		133		142		17												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		13

		157		167		92												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		14

		199		213		82												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		15

		217		233		20												20		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		16

		130		141		113												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		17

		135		143		62												22		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		18

		38		46		8												23		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		19

		11		16		34												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		20

		175		185		87												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		21

		203		218		24												25		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		22

		81		91		73												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		23

		116		125		42												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		24

		237		251		108												28		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		25

		17		22		81												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		26

		186		197		39												29		1分以上10分未満 フン イジョウ フン ミマン		27

		15		20		90												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		1

		21		26		18												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		2

		83		89		72												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		3

		129		138		107												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		4

		134		144		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		5

		138		147		28												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		6

		150		160		85												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		7

		155		164		92												30		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		8

		68		76		18												31		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		9

		9		14		33												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		10

		246		260		26												33		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		11

		19		24		45												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		12

		188		200		73												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		13

		218		232		46												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		14

		255		270		90												34		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		15

		12		17		65												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		16

		240		254		57												35		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		17

		100		108		57												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		18

		198		212		17												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		19

		283		299		7												36		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		20

		13		18		102												37		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		21

		57		65		93												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		22

		96		106		23												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		23

		187		199		8												38		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		24

		70		79		84												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		25

		106		114		91												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		26

		214		228		106												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		27

		239		253		42												40		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		28

		73		81		84												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		29

		185		196		44												41		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		30

		110		120		112												42		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		31

		90		99		81												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		32

		121		130		46												43		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		33

		105		113		11												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		34

		126		135		8												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		35

		230		244		42												44		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		36

		74		82		18												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		37

		151		161		93												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		38

		234		248		91												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		39

		245		259		26												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		40

		268		282		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		41

		279		295		24												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		42

		284		300		101												45		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		43

		115		123		46												46		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		44

		6		11		18												47		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		45

		273		287		90												48		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		46

		158		168		92												49		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		47

		4		9		24												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		48

		103		111		9												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		49

		122		132		84												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		50

		136		146		62												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		51

		204		217		61												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		52

		238		252		29												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		53

		248		263		11												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		54

		251		265		12												50		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		55

		142		151		24												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		56

		262		276		44												52		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		57

		20		25		10												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		58

		179		191		18												53		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		59

		86		95		85												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		60

		225		240		25												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		61

		247		261		12												55		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		62

		63		71		86												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		63

		120		127		46												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		64

		200		214		62												56		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		65

		95		103		35												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		66

		119		129		42												57		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		67

		221		234		42												58		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		68

		102		109		11												59		30分以上1時間未満 フン イジョウ ジカン ミマン		69

		23		28		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		1

		28		35		92												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		2

		76		84		36												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		3

		89		97		108												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		4

		113		121		42												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		5

		128		137		93												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		6

		160		169		80												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		7

		169		181		91												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		8

		181		192		112												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		9

		222		236		25												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		10

		277		293		28												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		11

		282		298		9												60		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		12

		231		246		13												62		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		13

		167		177		73												64		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		14

		154		163		93												65		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		15

		280		296		101												68		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		16

		201		216		41												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		17

		261		275		32												69		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		18

		24		29		61												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		19

		26		31		7						11						70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		20

		56		64		107												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		21

		59		67		86												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		22

		148		156		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		23

		166		175		60												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		24

		216		230		42												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		25

		235		249		82												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		26

		265		279		10												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		27

		266		280		101												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		28

		272		286		85												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		29

		286		302		102												70		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		30

		271		285		93												71		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		31

		118		128		30												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		32

		145		155		14												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		33

		292		308		81												72		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		34

		32		39		29												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		35

		184		195		30												73		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		36

		51		60		73												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		37

		58		66		92												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		38

		104		112		102												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		39

		107		115		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		40

		220		235		27												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		41

		289		303		85												75		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		42

		49		58		73												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		43

		123		131		8												76		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		44

		50		59		7												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		45

		64		72		93												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		46

		91		98		18												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		47

		147		157		13												78		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		48

		3		8		18												79		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		49

		14		19		11												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		50

		22		27		81												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		51

		88		96		90												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		52

		172		184		93												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		53

		177		188		112												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		54

		285		301		9												80		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		55

		33		41		64												81		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		56

		124		133		13												82		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		57

		191		202		101												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		58

		249		262		73												83		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		59

		250		264		101												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		60

		252		266		90												84		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		61

		60		68		93												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		62

		269		283		90												85		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		63

		180		190		17												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		64

		258		273		106												87		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		65

		182		193		39												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		66

		260		274		65												88		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		67

		223		237		67												89		1時間以上1時間半未満 ジカン イジョウ ジカン ハン ミマン		68

		54		63		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		62		70		92												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		162		171		84												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		165		174		118												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		176		189		108												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		208		222		72												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		278		294		45												90		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		164		173		45												92		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		5		10		18												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		183		194		64												93		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		10

		163		172		29												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		11

		178		187		18												94		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		12

		194		205		86												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		13

		207		221		12												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		14

		259		272		18												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		15

		275		292		17												95		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		16

		48		57		12												96		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		17

		46		54		38												98		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		18

		72		80		17												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		19

		189		198		101												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		20

		227		243		122												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		21

		256		269		89												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		22

		290		306		91												100		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		23

		94		102		44												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		24

		196		210		18												102		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		25

		31		40		35												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		26

		93		101		23												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		27

		192		203		89												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		28

		212		226		80												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		29

		213		227		18												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		30

		228		241		27												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		31

		281		297		102												105		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		32

		35		42		18												109		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		33

		97		105		35												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		34

		156		165		89												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		35

		197		211		81												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		36

		244		258		57												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		37

		257		271		80												110		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		38

		36		44		13												111		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		39

		29		36		18												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		40

		109		117		82												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		41

		226		238		120												115		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		42

		55		62		86												116		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		43

		71		78		18												118		1時間半以上2時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		44

		27		33		88												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		1

		34		43		8												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		2

		69		77		80												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		3

		79		87		72												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		4

		101		110		74												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		5

		112		122		27												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		6

		190		201		10												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		7

		195		209		82												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		8

		206		220		102												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		9

		219		231		36												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		10

		291		307		18												120		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		11

		161		170		18												124		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		12

		293		309		17												125		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		13

		137		145		39												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		14

		233		247		86												126		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		15

		131		140		81												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		16

		241		256		29												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		17

		270		284		88												130		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		18

		7		12		17												132		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		19

		144		154		102												133		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		20

		8		13		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		21

		274		290		18												134		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		22

		127		136		87												140		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		23

		232		245		101												141		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		24

		149		159		92												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		25

		224		239		69												142		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		26

		168		179		93												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		27

		173		183		91												143		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		28

		111		119		18												145		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		29

		229		242		41												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		30

		253		268		93												146		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		31

		210		223		94												147		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		32

		80		88		14												148		2時間以上2時間半未満 ジカン イジョウ ジカンハン ミマン		33

		98		104		67												150		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		1

		117		126		35												154		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		2

		193		204		90												155		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		3

		125		134		81												160		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		4

		236		250		17												161		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		5

		209		225		90												165		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		6

		16		21		85												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		7

		40		48		89												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		8

		276		291		84												170		2時間半以上3時間未満 ジカン ハン イジョウ ジカン ミマン		9

		171		180		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		1

		254		267		87												180		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		2

		52		56		101												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		3

		152		158		89												185		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		4

		77		85		45												190		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		5

		264		277		8												192		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		6

		85		93		105												195		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		7

		43		50		106												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		8

		170		182		85												200		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		9

		263		278		102												206		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		10

		153		162		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		11

		211		224		85												210		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		12

		45		53		65												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		13

		242		255		36												212		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		14

		18		23		18												219		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		15

		287		304		92												226		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		16

		243		257		42												232		3時間以上4時間未満 ジカン イジョウ ジカンミマン		17

		202		215		32												240		4時間以上 ジカンイジョウ		1

		42		51		18												273		4時間以上 ジカンイジョウ		2

		132		139		18												337		4時間以上 ジカンイジョウ		3

		146		153		13												770		4時間以上 ジカンイジョウ		4

																		85.5053763441



1回当たりの相談に要した時間



1分未満	

14	1分以上	
10分未満	

8	10分以上	
30分未満	

27	30分以上	
１時間未満	

69	1時間以上	
1時間半未満	



68	1時間半以上	
2時間未満	



44	2時間以上	
2時間半未満	

33	2時間半以上	
3時間未満	

9	3時間以上	
4時間未満	

17	4時間以上	

4	









1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	14	8	27	69	68	44	33	9	17	4	1分未満	1分以上	
10分未満	10分以上	
30分未満	30分以上	
１時間未満	1時間以上	
1時間半未満	1時間半以上	
2時間未満	2時間以上	
2時間半未満	2時間半以上	
3時間未満	3時間以上	
4時間未満	4時間以上	4.778156996587031E-2	2.7303754266211604E-2	9.2150170648464161E-2	0.23549488054607509	0.23208191126279865	0.15017064846416384	0.11262798634812286	3.0716723549488054E-2	5.8020477815699661E-2	1.3651877133105802E-2	





⑥相談に要した時間



				1分未満		1分以上10分未満		10分以上30分未満		30分以上１時間未満		1時間以上		相談総数 ソウダン ソウスウ

				14		8		27		69		175		293

				4.8%		2.7%		9.2%		23.5%		59.7%		100.0%





1件の相談時間



1分未満	[系列名], [値]

4.78％





14	1分以上10分未満	[系列名], [値]

2.73％





8	10分以上30分未満	[系列名], [値]

9.22％





27	30分以上１時間未満	[系列名], [値]

23.55％





69	1時間以上	[系列名], [値]

59.73％





175	







⑦情報入手経路10表7



				行政機関		関係機関・関係者・他所		警察・病院		インターネット		周知用カード シュウチヨウ		その他		紹介なし・不明		総件数 ソウケンスウ

				1		2		0		7		0		8		154		293

				0.3%		0.7%		0.0%		2.4%		0.0%		2.7%		52.6%		100.0%

				※各項合計数が総件数と合わない。実数としては172 カクコウ ゴウケイ スウ ソウケンスウ ア ジッスウ

																表07 ヒョウ

																														グラフ10



情報入手経路





行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	1	2	0	7	0	8	154	行政機関	関係機関・関係者・他所	警察・病院	インターネット	周知用カード	その他	紹介なし・不明	3.4129692832764505E-3	6.8259385665529011E-3	0	2.3890784982935155E-2	0	2.7303754266211604E-2	0.52559726962457343	







⑧性暴力被害の内容 (修正)11

		性暴力被害の内容

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		その他 タ		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ														レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		デートDV／DV		セクハラ		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		リベンジポルノ		レイプ未遂 ミスイ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		その他 タ

				55		46		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		0		0														55		43		32		22		18		12		11		7		4		4		4		1		46

																																														21%		17%		12%		8%		7%		5%		4%		3%		2%		2%		2%		0%		18%

				集約 シュウヤク

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ

				102		32		29		18		11		4		5		12		46



																						グラフ11



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	その他	55	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	46	



追加報告書よりコピペ重複被害12表8_9_11

				0個		1個		2個		3個		4個		合計						被害の重複 ヒガイ チョウフク																				２つ以上の該当件数		２つ該当件数		３つ該当件数		４つ該当件数

		10代		32		31		8		1		0		72						10代		9																		45		35		6		4

		20代		28		59		14		3		1		105						20代		18																		組合せ総数		２つ該当組合せ総数		３つ該当組合せ総数		４つ該当組合せ総数

		30代		9		20		2		1		2		34						30代		5																		77		35		18		24

		40代		8		16		5		1		1		31						40代		7

		50代		5		7		0		0		0		12						50代		0																				表11 ヒョウ

		60代		1		0		0		0		0		1						60代		0

		不明		10		22		6		0		0		38						不明		6

		合計		93		155		35		6		4		293

		割合		31.70%		52.90%		11.90%		2.00%		1.40%		 

														表08　報告書よりコピペ ヒョウ ホウコクショ



						2個		3個		4個		合計

				10代		8		1		0		9

				20代		14		3		1		18

				30代		2		1		2		5

				40代		5		1		1		7

				50代		0		0		0		0

				60代		0		0		0		0

				不明		6		0		0		6

				合計		35		6		4		45

												表09



被害の重複（年代別）



10代	20代	30代	40代	50代	60代	不明	9	18	5	7	0	0	6	







コピペ表10

				レイプ		レイプ未遂		性虐待		強制わいせつ		デートDV／DV		AV強要		リベンジポルノ		デジタル性暴力		ストーカー		痴漢、盗撮		JKビジネスでの被害		援助交際での被害		風俗営業等での被害		セクハラ		その他

		レイプ未遂		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		性虐待		4		1		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		強制わいせつ		11		1		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デートDV
／DV		3		0		0		2		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		AV強要		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		リベンジ
ポルノ		3		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		デジタル
性暴力		5		0		1		0		2		0		3		 		 		 		 		 		 		 		 

		ストーカー		0		0		0		0		0		0		1		0		 		 		 		 		 		 		 

		痴漢、盗撮		3		0		2		2		0		0		2		3		0		 		 		 		 		 		 

		JKビジネス
での被害		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 		 		 

		援助交際
での被害		1		0		1		0		0		0		1		2		0		1		0		 		 		 		 

		風俗営業等
での被害		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		 		 		 

		セクハラ		4		0		0		4		0		0		0		0		1		1		0		0		0		 		 

		その他		2		0		2		1		0		0		0		2		1		0		0		0		0		1		 

		合計		37		2		8		9		2		0		7		7		2		2		0		0		0		1		0

		割合（n=77)		48.1%		2.6%		10.4%		11.7%		2.6%		0.0%		9.1%		9.1%		2.6%		2.6%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		0.0%





Sheet2

				10代		10代		20代		20代		30代		30代		40代		40代		50代		50代		60代以上		60代以上		不明				合計 ゴウケイ

		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		72				105				34				31				12				1				38				293		0.0%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		33		ERROR:#DIV/0!		72		ERROR:#DIV/0!		21		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		20		ERROR:#DIV/0!		172		ERROR:#DIV/0!

		その他		9		ERROR:#DIV/0!		15		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		8		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!		51		ERROR:#DIV/0!

		メンタルのこと		3		ERROR:#DIV/0!		18		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		35		ERROR:#DIV/0!

		家族のこと カゾク		6		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		31		ERROR:#DIV/0!

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		7		ERROR:#DIV/0!		9		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		28		ERROR:#DIV/0!

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		5		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		13		ERROR:#DIV/0!

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		2		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		11		ERROR:#DIV/0!

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		0		ERROR:#DIV/0!		4		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		6		ERROR:#DIV/0!

		お金のこと カネ		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		2		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		1		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		3		ERROR:#DIV/0!		5		ERROR:#DIV/0!

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!



				各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

		10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0

		10代		100.0%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0.0%

		20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0

		20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0.0%

		30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0

		30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0.0%

		40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0

		40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0.0%

		50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

		50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

				1		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0.0%

		合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

				100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%

				※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334		1.2184300341

		合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他

		357		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51

		1.2184300341		0.5870307167		0.0443686007		0.1058020478		0.0955631399		0.0170648464		0.1194539249		0.0204778157		0.0170648464		0		0.0375426621		0.1740614334





⑧性暴力被害の内容13表12

		性暴力被害の内容

				レイプ
（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV／
DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55

				55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46						レイプ未遂 ミスイ		4

																																						性虐待 セイ ギャクタイ		32

				集約 シュウヤク																																		強制わいせつ キョウセイ		43

				レイプ・強制わいせつ キョウセイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル（リベンジ含む） フク		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		セクハラ		その他 タ				表12 ヒョウ														デートDV／DV		18

				102		32		29		18		11		4		5		12		46																		AV強要 キョウヨウ		0

																																						リベンジポルノ		7

																																						デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22

																																						ストーカー		4

																																						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																						JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

																																						援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

																																						風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

																																						セクハラ		12

																																						その他 タ		46



																																																		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55						レイプ・強制わいせつ キョウセイ		102

																																																		レイプ未遂 ミスイ		4						性虐待 セイ ギャクタイ		32

																																																		性虐待 セイ ギャクタイ		32						デジタル（リベンジ含む） フク		29

																																																		強制わいせつ キョウセイ		43						デートDV／DV		18

																																																		デートDV／DV		18						痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

																																																		AV強要 キョウヨウ		0						ストーカー		4

																																																		リベンジポルノ		7						援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ		5

																																																		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22						セクハラ		12

																																																		ストーカー		4						その他 タ		46

																																																		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		55																																												JKビジネスでの被害 ヒガイ		0

				その他 タ		46																																												援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				強制わいせつ キョウセイ		43																																												風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				性虐待 セイ ギャクタイ		32																																												セクハラ		12

				デジタル性暴力 セイ ボウリョク		22																																												その他 タ		46

				デートDV／DV		18

				セクハラ		12

				痴漢、盗撮 チカン トウサツ		11

				リベンジポルノ		7

				レイプ未遂 ミスイ		4

				ストーカー		4

				援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		4

				風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		1

				AV強要 キョウヨウ		0

				JKビジネスでの被害 ヒガイ		0										グラフ13（413追加） ツイカ



被害の内訳（集約後）





レイプ・強制わいせつ	性虐待	デジタル（リベンジ含む）	デートDV／DV	痴漢、盗撮	ストーカー	援助交際や風俗での被害	セクハラ	その他	102	32	29	18	11	4	5	12	46	



性暴力害の内容（詳細）





レイプ	
（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ	
未遂	性虐待	強制	
わいせつ	デートDV／	
DV	AV強要	リベンジ	
ポルノ	デジタル	
性暴力	ストーカー	痴漢、	
盗撮	JKビジネス	
での被害	援助交	際	
での被害	風俗営業等	
での被害	セクハラ	その他	55	4	32	43	18	0	7	22	4	11	0	4	1	12	46	





性暴力被害の類型



レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	その他	強制わいせつ	性虐待	デジタル性暴力	デートDV／DV	セクハラ	痴漢、盗撮	リベンジポルノ	レイプ未遂	ストーカー	援助交際での被害	風俗営業等での被害	AV強要	JKビジネスでの被害	55	46	43	32	22	18	12	11	7	4	4	4	1	0	0	







⑨各年代ごとの被害の割合表13

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ
未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制
わいせつ キョウセイ		デートDV
／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジ
ポルノ		デジタル
性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、
盗撮 チカン トウサツ		JKビジネス
での被害 ヒガイ		援助交際
での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業
等
での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その
他 タ		各年代
の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		14.0%		0.0%		18.0%		24.0%		8.0%		0.0%		2.0%		16.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.0%		2.0%		2.0%		10.0%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		25.0%		0.0%		11.0%		17.0%		8.0%		0.0%		2.0%		5.0%		1.0%		6.0%		0.0%		1.0%		0.0%		6.0%		18.0%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		25.7%		5.7%		8.6%		14.3%		5.7%		0.0%		0.0%		5.7%		2.9%		5.7%		0.0%		2.9%		0.0%		8.6%		14.3%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		24.2%		3.0%		0.0%		12.1%		0.0%		0.0%		9.1%		15.2%		0.0%		6.1%		0.0%		0.0%		0.0%		6.1%		24.2%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		14.3%		28.6%		14.3%		28.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						17.6%		0.0%		20.6%		11.8%		5.9%		0.0%		2.9%		5.9%		5.9%		2.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		26.5%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩被害ごとの年代の割合表14

		各年代ごとの被害の割合																																								※各年代の人数欄に使用 カクネンダイ ニンズウ ラン シヨウ

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ								女性		男性		それ以外 イガイ		不明 フメイ

				10代		7		0		9		12		4		0		1		8		0		0		0		2		1		1		5		50						10代		59		9		1		3		72

				10代		12.7%		0.0%		28.1%		27.9%		22.2%		0.0%		14.3%		36.4%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		100.0%		8.3%		10.9%								20代		95		3		6		1		105

				20代		25		0		11		17		8		0		2		5		1		6		0		1		0		6		18		100						30代		27		4		2		1		34

				20代		45.5%		0.0%		34.4%		39.5%		44.4%		0.0%		28.6%		22.7%		25.0%		54.5%		0.0%		25.0%		0.0%		50.0%		39.1%								40代		26		3		1		1		31

				30代		9		2		3		5		2		0		0		2		1		2		0		1		0		3		5		35						50代		10		2		0		0		12

				30代		16.4%		50.0%		9.4%		11.6%		11.1%		0.0%		0.0%		9.1%		25.0%		18.2%		0.0%		25.0%		0.0%		25.0%		10.9%								60代以上		1		0		0		0		1

				40代		8		1		0		4		0		0		3		5		0		2		0		0		0		2		8		33						不明		20		5		0		13		38

				40代		14.5%		25.0%		0.0%		9.3%		0.0%		0.0%		42.9%		22.7%		0.0%		18.2%		0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		17.4%								合計 ゴウケイ		238		26		10		19		293

				50代		0		1		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7

				50代		0.0%		25.0%		6.3%		2.3%		11.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.2%

				60代以上		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		6		0		7		4		2		0		1		2		2		1		0		0		0		0		9		34

						10.9%		0.0%		21.9%		9.3%		11.1%		0.0%		14.3%		9.1%		50.0%		9.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		19.6%

				合計 ゴウケイ		55		4		32		43		18		0		7		22		4		11		0		4		1		12		46		259







⑩-2被害年代性別割合

				10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		不明		合計 ゴウケイ

		女性		59		95		27		26		10		1		20		238

		男性		9		3		4		3		2		0		5		26

		それ以外 イガイ		1		6		2		1		0		0		0		10

		不明 フメイ		3		1		1		1		0		0		13		19

				72		105		34		31		12		1		38		293





女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	以上	不明	59	95	27	26	10	1	20	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	3	4	3	2	0	5	それ以外	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	6	2	1	0	0	0	不明	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	1	1	1	0	0	13	









⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス修正表15_16

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

						合計 ゴウケイ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ

						357		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						121.8%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表15 ヒョウ





						各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		その他		メンタルのこと		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		お金のこと カネ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ						72

				10代		72		33		9		3		6		7		5		2		0		0		1		0						105

				10代		45.8%		45.8%		12.5%		4.2%		8.3%		9.7%		6.9%		2.8%		0.0%		0.0%		1.4%		0						34

				20代		105		72		15		18		9		9		3		4		4		1		0		0						31

				20代		100.0%		68.6%		14.3%		17.1%		8.6%		8.6%		2.9%		3.8%		3.8%		1.0%		0.0%		0						12

				30代		34		21		9		3		2		6		3		1		0		2		0		0						1

				30代		100.0%		61.8%		26.5%		8.8%		5.9%		17.6%		8.8%		2.9%		0.0%		5.9%		0.0%		0						38

				40代		31		20		8		6		3		2		1		2		1		0		1		0						293

				40代		100.0%		64.5%		25.8%		19.4%		9.7%		6.5%		3.2%		6.5%		3.2%		0.0%		3.2%		0

				50代		12		6		5		1		1		2		0		0		0		0		0		0

				50代		100.0%		50.0%		41.7%		8.3%		8.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				60代以上		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0

				60代以上		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0

				不明		38		20		5		4		9		2		1		2		1		2		3		0

						100.0%		52.6%		13.2%		10.5%		23.7%		5.3%		2.6%		5.3%		2.6%		5.3%		7.9%		0

				合計 ゴウケイ		293		172		51		35		31		28		13		11		6		5		5		0

						100.0%		58.7%		17.4%		11.9%		10.6%		9.6%		4.4%		3.8%		2.0%		1.7%		1.7%		0.0%				表16 ヒョウ

						※合計数293人　ただし、合計欄横集計は357人（重複） ゴウケイスウ ニン ゴウケイ ラン ヨコ シュウケイ ニン チョウフク





Sheet4

		合計 ゴウケイ		357		121.8%

		性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		172		58.7%

		その他		51		17.4%

		メンタルのこと		35		11.9%

		家族のこと カゾク		31		10.6%

		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		28		9.6%

		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		13		4.4%

		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		11		3.8%

		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		6		2.0%

		お金のこと カネ		5		1.7%

		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		5		1.7%

		気持ちを聴いてほしい キモ キ		0		0.0%







⑪相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				10代		45.8%		6.9%		8.3%		9.7%		0.0%		4.2%		0.0%		1.4%		0.0%		2.8%		12.5%								34

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				20代		68.6%		2.9%		8.6%		8.6%		1.0%		17.1%		3.8%		0.0%		0.0%		3.8%		14.3%								12

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				30代		61.8%		8.8%		5.9%		17.6%		5.9%		8.8%		0.0%		0.0%		0.0%		2.9%		26.5%								38

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				40代		64.5%		3.2%		9.7%		6.5%		0.0%		19.4%		3.2%		3.2%		0.0%		6.5%		25.8%

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				50代		50.0%		0.0%		8.3%		16.7%		0.0%		8.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		41.7%

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				60代以上		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

						52.6%		2.6%		23.7%		5.3%		5.3%		10.5%		2.6%		7.9%		0.0%		5.3%		13.2%

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293

						58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%







⑫表12修正（原）

		レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		強制わいせつ キョウセイ		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		リベンジポルノ		デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		AV強要 キョウヨウ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		セクハラ		その他 タ

		55		43		4		32		22		7		18		11		4		4		1		0		0		12		46



		集約 シュウヤク

		レイプ・強制わいせつ キョウセイ						性虐待 セイ ギャクタイ		デジタル
（リベンジ含む） フク				デートDV／DV		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		ストーカー		援助交際や風俗での被害 エンジョコウサイ フウゾク ヒガイ								セクハラ		その他 タ

		102						32		29				18		11		4		5								12		46







⑫年代と相談テーマ14

						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		66

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		135

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		47

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		44

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		15

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		49

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

																						グラフ14



相談テーマと年代

性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	人間関係のこと（ネットトラブルを含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	7	9	6	2	2	0	2	お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	メンタルのこと	



10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	









⑬相談テーマの年代別の割合 (2)

		相談テーマ（テーマと年代・性別等クロス集計）

				性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		合計 ゴウケイ

				172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		357

				58.7%		4.4%		10.6%		9.6%		1.7%		11.9%		2.0%		1.7%		0.0%		3.8%		17.4%		121.8%





						性暴力被害のこと（性虐待を含む） セイ ボウリョク ヒガイ セイ ギャクタイ フク		学校、アルバイト、職場のこと ガッコウ ショクバ		家族のこと カゾク		人間関係のこと（ネットトラブルを含む） ニンゲン カンケイ フク		お金のこと カネ		メンタルのこと		身体の病気のこと シンタイ ビョウキ		行くところがないこと（家出を含む） イ イエデ フク		気持ちを聴いてほしい キモ キ		相談先を知りたい ソウダン サキ シ		その他		各年代の人数 カクネンダイ ニンズウ						72

				10代		33		5		6		7		0		3		0		1		0		2		9		72						105

				20代		72		3		9		9		1		18		4		0		0		4		15		105						31

				30代		21		3		2		6		2		3		0		0		0		1		9		34						1

				40代		20		1		3		2		0		6		1		1		0		2		8		31						293

				50代		6		0		1		2		0		1		0		0		0		0		5		12

				60代以上		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1

				不明		20		1		9		2		2		4		1		3		0		2		5		38

				合計 ゴウケイ		172		13		31		28		5		35		6		5		0		11		51		293







性暴力被害のこと（性虐待を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	33	72	21	20	6	0	20	







その他	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	9	15	9	8	5	0	5	







各年代の人数	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	72	105	34	31	12	1	38	







学校、アルバイト、職場のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	5	3	3	1	0	0	1	







家族のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	6	9	2	3	1	1	9	







お金のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	1	2	0	0	0	2	







メンタルのこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	3	18	3	6	1	0	4	







身体の病気のこと	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	4	0	1	0	0	1	







行くところがないこと（家出を含む）	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	1	0	0	1	0	0	3	







気持ちを聴いてほしい	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	0	0	0	0	0	0	0	







相談先を知りたい	

10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	不明	2	4	1	2	0	0	2	







⑭加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

		加害者情報（被害者との関係）

						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38						246



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246



		加害者情報 カガイシャ ジョウホウ





交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	







クラブ活動等コーチ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	







学校の先輩	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	







学校の後輩・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	







アルバイト・職場の上司	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	







アルバイト・職場の同僚・同期	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	







友人・知人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	







SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	







ナンパ	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







見知らぬ人	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	







その他	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	







元交際相手	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	







不明	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	





加害者情報





交際相手	元交際相手	配偶者	元配偶者	実父	継父	親の交際相手	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	祖父・祖母（義祖父母を含む）	その他親族	担任教師	担任以外の教師	クラブ活動等コーチ	学校の先輩	学校の後輩・同期	アルバイト・職場の上司	アルバイト・職場の同僚・同期	仕事の客、取引先の人	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	32	9	12	0	25	5	0	23	0	10	4	7	2	5	8	13	8	0	14	20	1	5	53	61	







配偶者	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	







実父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	







継父	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポル	ノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	







その他親族	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	







担任教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	







担任以外の教師	

レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	







⑭２加害者情報（被害者との関係）26表18元



						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				交際相手 コウサイ アイテ		7		0		0		4		12		0		2		2		1		0		0		0		0		0		3		1		32		31

				元交際相手 モト コウサイ アイテ		1		0		0		0		5		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		9		8

				配偶者 ハイグウシャ		3		0		0		0		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		3		1		12		11

				元配偶者 モト ハイグウシャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				実父 ジップ		1		0		17		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3		1		25		24

				継父 ケイ チチ		1		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		4

				親の交際相手 オヤ コウサイ アイテ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む） キョウダイ シマイ ギキョウダイ シマイ フク		3		0		7		6		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		4		0		23		23

				祖父・祖母（義祖父母を含む） ソフ ソボ ギ ソフボ フク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				その他親族 タ シンゾク		1		1		3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		10		10

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				担任教師 タンニン キョウシ		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		3

				担任以外の教師 タンニン イガイ キョウシ		3		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		7		7

				クラブ活動等コーチ カツドウ トウ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2

				学校の先輩 ガッコウ センパイ		1		1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		5

				学校の後輩・同期 ガッコウ コウハイ ドウキ		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		1		8		7

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				アルバイト・職場の上司 ショクバ ジョウシ		2		0		0		4		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5		1		0		13		13

				アルバイト・職場の同僚・同期 ショクバ ドウリョウ ドウキ		2		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		8		8

				仕事の客、取引先の人 シゴト キャク トリヒキ サキ ヒト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246

				合計(不明抜き) ゴウケイ フメイヌ		55		5		37		43		22		0		5		14		3		6		0		3		1		14		38				246		246





						レイプ（集団、肛門、口腔を含む） シュウダン コウモン コウクウ フク		レイプ未遂 ミスイ		性虐待 セイ ギャクタイ		強制わいせつ キョウセイ		デートDV／DV		AV強要 キョウヨウ		リベンジポルノ		デジタル性暴力 セイ ボウリョク		ストーカー		痴漢、盗撮 チカン トウサツ		JKビジネスでの被害 ヒガイ		援助交際での被害 エンジョ コウサイ ヒガイ		風俗営業等での被害 フウゾク エイギョウ トウ ヒガイ		セクハラ		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ		合計(不明抜き） ゴウケイ フメイヌ

				パートナー		11		0		0		4		20		0		3		5		1		0		0		0		0		0		6		3		53		50

				家族 カゾク		6		1		29		10		0		0		0		1		0		3		0		0		0		1		10		2		63		61

				学校 ガッコウ		8		2		1		6		1		0		0		0		0		1		0		0		0		1		4		2		26		24

				職場 ショクバ		4		1		0		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		7		1		0		21		21

				友人・知人 ユウジン チジン		5		0		0		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		14		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		6		0		1		1		1		0		1		5		0		0		0		2		0		0		2		1		20		19

				ナンパ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		5		5

				その他 タ		13		1		6		8		0		0		1		2		1		1		0		1		0		5		12		2		53		51

				不明 フメイ		14		0		3		9		1		0		3		9		1		6		0		1		0		1		13				61

				合計 ゴウケイ		69		5		40		52		23		0		8		23		4		12		0		4		1		15		51		10		317		246





						合計 ゴウケイ

				パートナー		53

				家族 カゾク		63

				学校 ガッコウ		26

				職場 ショクバ		21

				友人・知人 ユウジン チジン		14

				SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		20

				ナンパ		1

				見知らぬ人 ミシ ヒト		5

				その他 タ		53

				不明 フメイ		61

				合計 ゴウケイ		317



										パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

										53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

										16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%				表18





加害者の属性



[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]
[CELLRANGE], [値]

パートナー	家族	学校	職場	友人・知人	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	ナンパ	見知らぬ人	その他	不明	0.16719242902208201	0.19873817034700317	8.2018927444794956E-2	6.6246056782334389E-2	4.4164037854889593E-2	6.3091482649842268E-2	3.1545741324921135E-3	1.5772870662460567E-2	0.16719242902208201	0.19242902208201892	53	63	26	21	14	20	1	5	53	61	

加害者と被害者の関係性

交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	7	0	0	4	12	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	1	元交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	元配偶者	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	パートナー	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	11	0	0	4	20	0	3	5	1	0	0	0	0	0	6	3	実父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	継父	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	親の交際相手	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	兄弟姉妹（義兄弟姉妹を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	7	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	祖父・祖母（義祖父母を含む）	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他親族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	家族	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	1	29	10	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	10	2	担任教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	スト	ーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	担任以外の教師	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	クラブ活動等コーチ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	学校の先輩	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	学校の後輩・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	学校	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	8	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	アルバイト・職場の上司	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	アルバイト・職場の同僚・同期	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	仕事の客、取引先の人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職場	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	4	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0	友人・知人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	5	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	6	0	1	1	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	ナンパ	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	見知らぬ人	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	その他	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	13	1	6	8	0	0	1	2	1	1	0	1	0	5	12	2	不明	
レイプ（集団、肛門、口腔を含む）	レイプ未遂	性虐待	強制わいせつ	デートDV／DV	AV強要	リベンジポルノ	デジタル性暴力	ストーカー	痴漢、盗撮	JKビジネスでの被害	援助交際での被害	風俗営業等での被害	セクハラ	その他	不明	14	0	3	9	1	0	3	9	1	6	0	1	0	1	13	




表18



				パートナー		家族 カゾク		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		友人・知人 ユウジン チジン		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ		不明 フメイ		合計 ゴウケイ

				53		63		26		21		14		20		1		5		53		61		317

				16.7%		19.9%		8.2%		6.6%		4.4%		6.3%		0.3%		1.6%		16.7%		19.2%		100.0%



																表18

				家族 カゾク		パートナー		学校 ガッコウ		職場 ショクバ		SNS、出会い系サイト等インターネットを通じて知り合った人 デア ケイ トウ ツウ シ ア ヒト		友人・知人 ユウジン チジン		ナンパ		見知らぬ人 ミシ ヒト		その他 タ

				63		53		26		21		20		14		1		5		53

				0.1987381703		0.167192429		0.0820189274		0.0662460568		0.0630914826		0.0441640379		0.0031545741		0.0157728707		0.167192429
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		期間		件数		割合 ワリアイ		割合				不明抜きの割合

		72時間以内		7		8.2%		2.40%				5.60%

		1週間以内		2		2.4%		0.70%				1.60%

		1ｶ月以内		8		9.4%		2.70%				6.40%

		半年以内		13		15.3%		4.40%				10.40%

		1年以内		19		22.4%		6.50%				15.20%

		10年以上前		36		42.4%		12.30%				28.80%

		その他 		40				13.70%				32.00%

		不明		168				57.30%

		合計		293				100.00%
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								思わない		5		6%
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								合計		89		100%
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試行実施結果④
 相談事例
（１）コロナ禍による影響

・外出自粛により、誰にも会えず、さびしくなり、ＳＮＳでつながった

男性に裸の写真を送ってしまった

・家族からの被害に悩んでいるが、移動ができず、どこにも避難でき

ない。

・1人でいる時間が増え、過去の被害を思い出し辛い。

（２）2次被害に遭った経験

・家族からの被害について、他の家族に話しても信じてくれない。

「早く忘れなさい」「あなたがかわいいから」と言われ、傷ついて

いる。

・職場のセクハラを上司に相談したら、「あなたが悪い」と言われた。

・警察に相談したところ、「気のせいでは？」と言われ、取り合って

もらえなかった。

（３）希死念慮

・ＳＮＳで知り合った人に裸の写真を送ってしまった。拡散されたら、

と思うと死にたい気持ちになる。

・家族からの被害で家出したが、ネットで知り合った人の家に泊まるし

かない。生きていても仕方ない。

（4）被害を受けているという認識が低い

・「性暴力ではないと思うが…」「なんだかモヤモヤする」といった

言葉で始まるものの、内容としては、家族やパートナーからの被

害、セクハラ、痴漢など深刻な性暴力に苦しんでいるケースがあ
る。

（５）自責感情に苦しむ

・お金が必要になり、パパ活をしたが、無理やり性行為をされてしまっ

た。パパ活をした自分が悪いので、誰にも相談できない。

・10年以上前に被害に遭った。ずっと精神疾患に苦しんでいる。自分が

弱いから、社会復帰ができない。

・人生がうまくいかないことを「被害のせいだ」と思って立ち直れない

自分は、だめな人間だ。

・被害に遭った時、自分が被害届を出さなかったので、更なる被害者が

生まれているかもしれない。

（６）電話相談ができない

・声を出して話すと、うまく話せないので、電話相談ができない。

・電話代が払えないので、電話相談ができない。

注）実際の相談事例を加工しています。5



（１）ＳＮＳ相談の強み

• 匿名性が高く、相談のハードルが低い。
• 援助希求が低い相談者もアクセスしやすい。
• 電話相談よりも、若年層が使いやすい。
• 性暴力やトラウマに関する心理教育に活用可能である。

（２）ＳＮＳ相談の弱み

• アセスメント、状況把握など、相談に時間がかかる。
• ワンストップ支援センターの支援につなぐまでが難しい

◆ ＳＮＳ相談の強みと弱み

今後の課題
（３）ＳＮＳ相談に効果的な広報の実施

• インターネットメディアへのプレスリリースの実施
• 広報カードの活用（学校等教育機関への配布）
• ＳＮＳを活用した広報の実施、動画の活用

（４）マニュアルの作成

• 全国のワンストップ支援センター等で活用可能なマニュアルの作成
• 実施準備、パソコン操作、電話相談との違いやＳＮＳ相談の留意点
等も盛り込むことが必要

（５）ワンストップ支援センターにおけるテキストを

活用した相談の実施

• 電話相談ができない被害者をキュアタイムからワンストップ支援

センターにつなぐためにも、各センターでのメール、ＳＮＳを活用

した相談の実施検討が必要

（６）全国的な情報の集積と全国ネットワーク化

• 全国のワンストップ支援センターが行う支援情報の集積

• 連携強化のためのワンストップ支援センターの全国ネットワーク化

ＳＮＳ相談は、性暴力被害者支援のために、必要なツールで

あり、十分な予算と人員を確保し、継続すべき。

◆今後のＳＮＳ相談実施に係る課題

（１）相談員の育成、確保、メンタルケア

• 研修の実施による人材育成、確保
• 相談対応を行うワンストップ支援センター等の体制強化
（相談員、事務局職員の処遇改善等）

• 相談員へのメンタルケアの実施（ストレス緩和、二次受傷対策等）

（２）システムの改善

• 相談者、相談員のユーザビリティの向上、データ集計の効率化

◆ 今後の課題
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