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子どもはどのようにＤＶに巻き込まれているか  

「子ども虐待としてのＤＶ －母親と子どもへの心理臨床的援助のために－ 春原由紀」より 

 

（1） 

 

                        加害者    被害者   子ども 

 

ＡのＢに対する支配関係のもと、

暴力が生じている。そうした状況

を目撃、あるいは知りながら、Ｃ

が生活しているという関係状況。

Ｃは、ＡのＢに対する暴力に凍り

つき、何もできない無力感を感じ

ることが多いと言える。子どもは、

家庭を安全な場であると感じるこ

とができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

 

  

資料編

1 子どもがＤＶに巻き込まれるケースの図解 

 

【具体例】 

ある女性は、「父親が母親に暴力を振るっているのを見て呆然と立ちすくむことしか

できなかった。また、いつ、暴力が起きるのかといつも不安で、学校に行っても落ち着

かず、目立たないよう、じっと小さくすくんでいた。学校でも何も言えない私は、いじ

めの対象になり、つらい思いをしていたが、誰にも言えないでいた。どこにいても落ち

着けず、勉強も落ち着いてできなかったので、成績もひどいものだった。私は、どこに

いても、誰からも存在すら忘れられていた」と語った。 

 

C 

B 

A 

Ｂ 

Ｃ Ｂ 
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（2） 

          

 

 

 
Ａが、Ｂに対してだけでなく、Ｃに 

                      対しても暴力を振るう関係状況であ 

る。ＡによるＣの虐待といえる。Ｂ 

に対する暴力を止めようとして子ど 

もが巻き込まれ、暴力の被害を受ける 

ということも多い。 
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1 子どもがＤＶに巻き込まれるケースの図解 

【具体例】 

父親が母親と長男に対して暴力を振るう様子を見ていた妹は、「父は、母に対してひ

どい暴力をしていたが、兄は母をかばって、父に向かっていき、父に殴られていた。父

の暴力から逃れるため、母は兄と 2人で母の実家に戻ってしまった。確かに 2人への暴

力はひどいものだった。父の暴力は私に向かうことはなかったが、私にとって父は常に

恐怖であり、1 人残された私は、家にいてもいつも不安に震えていた。私は、母に捨て

られたと、ずっと恨んできた。どこにも居場所のない落ち着かない感覚で過ごしていた。

私が大人になるころ、父の暴力は私に向かった。耐えるしかなかった私は、結婚を父か

ら逃れる手段にしてしまった。」と語った。 

この例は、先の図 (1)の形の被害を受けた妹の語りでもあるが、母と兄が暴力を受け

る図(2)の形、また後には妹自身も直接的な暴力の対象になったケースである。 

C 

A 

B 

A Ｂ Ｃ 加害者 被害者 子ども
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（3） 

 

 加害者    被害者    子ども 

 

 
 

ＡのＢに対する支配関係のもと、暴 

力が生じ、被害を受けているＢが、そ 

のストレスをより弱者であるＣの支 

配によって解消するという関係状況。 

ＢからＣに対する虐待が生じている 

ケースと言える。母親から子どもへの

虐待として発見されるケースの中に、

背後に父親から母親へのＤＶが存在

するケースが数多くみられる。 
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1 子どもがＤＶに巻き込まれるケースの図解 

【具体例】 

ある母親は「夫の機嫌が悪くならないよう、私は気を遣って生活しているのに、息子

が夫の言うことを聞かない。すると夫は、私のしつけが悪いと私にあたり散らす。時に

はひどい暴力になる。何で言うことを聞いてくれないのか、どうして私を困らせるのか

と息子への怒りがわいてきて、手を上げたり、怒鳴ったりしてしまう」と語った。子ど

もは、落ち着きなく動き回り、幼稚園で問題とされ、母親は幼稚園に何度となく呼び出

されており、そのことも「なぜ私を困らせるのか」と母親の怒りにつながっている。 

 

A 

B 

C 

A Ｂ Ｃ 
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（4）  

 

 加害者    被害者    子ども 

 
 

ＡのＢに対する支配関係のもと、 

                       ＢがＡとともにＣに暴力を振るっ 

                       たり、ＡのＣへの暴力を容認するこ

と                      とで、ＡとＢの関係が維持されてい 

                       るケース。子どもへの虐待が問題と

なる                     なるが、その陰に、夫婦間にＤＶの 

関係性があり、Ｂは自分に向けられ 

る暴力の恐怖を加害者とつながる 

ことによって回避する結果、子ども 

に向かう暴力の共犯者となってい 

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

1 子どもがＤＶに巻き込まれるケースの図解 

A 

B 

C 

【具体例】 

自分の生きづらさを訴えて来談したクライエントの 1 人は、「父親が自分を殴ってい

るのに、いつも母親は知らん顔をして、助けてくれなかった。何で助けてくれないのか

と母親も憎かった。大人になってみると、母も父が怖かったんだなあと思うけど、でも

知らん顔をしていたのは許せない。やはり、私のことなんかどうでもよかったんだろう」

と語った。 

A Ｂ Ｃ 
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（5）  

 

 

                       加害者     被害者     子ども         

 

 

 

ＡのＢに対する支配関係のもと、Ａ 

のＢに対する暴力が、同時にＢとＣ 

の関係を破壊していくケース。Ｃは、 

家族の中に拠り所を失い、孤立を深 

めていく。 
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1 子どもがＤＶに巻き込まれるケースの図解 

【具体例】 

あるクライエントは、「お前の母親は何もできない女だ。家事もろくにできない」な

どと母親をけなしながら母親に暴力を振るう父親を見ながら、「父親もひどいが母親も

ダメだなあ」と思い、「自分には誰もいないと感じていた」と語った。 

B C 

A 
A Ｂ Ｃ 
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（6）  

 

 

 

加害者      被害者      子ども 

 

 

 

ＡのＢに対する支配関係のもと、 

ＡのＢに対する暴力が生じ、Ｃは、 

強者としてのＡに同一化し、Ａと 

同じようにＢに対しての暴力を振 

るい、Ｂを自分の思い通りにしよう 

という支配が生まれるケース。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

1 子どもがＤＶに巻き込まれるケースの図解 

【具体例】 

ある母親は、「結婚以来続いていた夫からの暴力から離れようと、長い裁判の後、や

っと離婚ができた。仕事を探し、就職先にやっと落ち着けてきたと思ったころから、息

子からのひどい暴力が始まった。息子は『こんなになったのは、お前が悪いんだ』と私

を責める」と語った。 

 

C B 

A 
A Ｂ Ｃ 

114



 

 

（7） 

 

 

加害者     被害者         子ども 

 

 
 

 

 

ＡのＢに対する支配関係のもと、Ａ 

のＢに対する暴力が生じ、Ｃは暴力を 

受ける弱者Ｂに同一化し、暴力への受 

容性が高まるケース。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料編

1 子どもがＤＶに巻き込まれるケースの図解 

 

【具体例】 

ある女性は、父親から母親への暴力を見ながら育った。「ＴＶドラマの中で仲の良い

家族を見ると、あれは作りごとだと思っていた。暴力が当たり前の家庭から離れたくて、

結婚したが、結婚後すぐに夫から暴力を受けるようになった。その時、『ああ、やっぱ

りこうなんだ』と妙に納得したのを覚えている」と語った。 

 

B 

A 

C 

A Ｂ Ｃ 
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佐賀県では、平成 24 年 7 月 2 日から性暴力被害者支援のための取組みを始めていま

す。アバンセ女性総合相談だけではなく、佐賀県立病院好生館内に性暴力被害者専用の

相談窓口「性暴力救援センター・さが（さが mirai）」を新設し、他に県内 3 カ所の医

療機関と佐賀県立男女共同参画センターが協働して行う取組みです。被害直後（急性期）

から、中、長期にわたる支援を目標に、臨床心理士、弁護士、社会福祉士、民間団体な

どと連携し、被害者の回復を目指しています。 

ＤＶ家庭の児童・生徒は自尊心の低下や家庭での居場所の無さから、ＳＮＳ（ソー 

シャル・ネット・ワーキング・サービス）サイトのようなコミュニティ型Ｗｅｂサイト

で、不特定多数の人とつながりを求めやすいため、実際に会う中で性暴力被害に遭う危

険性が高いことも考慮しておきましょう。また、ＤＶが起きている家庭内では、身近な

存在の家族から性暴力を受けている可能性もありますので、特に注意が必要です。 

もし、被害に遭っている児童・生徒（この取組みの対象者は佐賀県在住の女児及び女

性）を発見した場合には、早めに下記の相談窓口へつなぐようにしてください。 

 

 

 

資料編 

2 佐賀県における性暴力被害者支援の取組みについて 

 

性暴力救援センター・さが 

（さが mirai） 

0952-26-1750 

月曜～金曜 9：00～17：00 

 

※ただし、救急受診はこの限りではあ
りません。 
 
さが mirai は、地方独立行政法人佐賀
県立病院好生館相談支援センター医
療相談係に設置されています。 
（平成 25 年 5 月 7 日より医療機関の
名称が地方独立行政法人佐賀県医療
センター好生館に変わります。） 

 

アバンセ女性総合相談 

 

0952-26-0018 

火曜～土曜 9：00～21：00 

日曜・祝日 9：00～16：30 

 

 
アバンセ女性総合相談は、佐賀県立男
女共同参画センターに設置されてい
ます。 

 

さが mirai に関するお問合せ   佐賀県 DV 総合対策センター  0952-28-1492    

さが mirai のＨＰ         http://www.avance.or.jp/mirai.html 
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配偶者暴力（ＤＶ）及び支援に関する相談窓口 

関係機関名 所在地 連絡先 

佐賀県ＤＶ総合対策センター  
〒840-0815 

佐賀市天神 3丁目 2-11 

0952-28-1492 

（事務局） 

 

子どもや家庭に関する相談窓口 

関係機関名 所在地 連絡先 

佐賀県婦人相談所 
〒840-0851  

佐賀市天祐 1丁目 8−5 
0952-26-1212 

佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ） 

女性総合相談 

〒840-0815 

佐賀市天神 3丁目 2-11 
0952-26-0018 

 

県の保健福祉事務所 

関係機関名 担当地域 所在地 連絡先 

佐賀中部保健福祉事務所 
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、

吉野ヶ里町 

〒849-8585  

佐賀市八丁畷町 1-20 
0952-30-2174 

鳥栖保健福祉事務所 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 
〒841-0051 

鳥栖市元町 1234－1 
0942-83-2161 

唐津保健福祉事務所 唐津市、玄海町 
〒847－0012   

唐津市大名小路 3－1 
0955-73-4185  

伊万里保健福祉事務所 伊万里市、有田町 
〒848－0041 

伊万里市新天町 122－4 
0955-23-2101  

杵藤保健福祉事務所 
武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、

江北町、白石町、太良町 

〒843-0023 

武雄市武雄町大字昭和

265 

0954-22-2103 
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3 地域の主な関係機関について
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児童相談所 

関係機関名 管 轄 所在地 連絡先 

佐賀県中央児童相談所 

佐賀市、鳥栖市、多久市、伊万里市、

武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、

神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰

町、みやき町、有田町、大町町、 

江北町、白石町、太良町 

〒840-0851  

佐賀市天祐 1丁目 8−5 
0952-26-1212 

佐賀県中央児童相談所 

（唐津分室） 
唐津市、玄海町 

〒847-0012 

唐津市大名小路 3-1 
0955-73-1141 

 

性暴力被害者のための相談窓口 

関係機関名 所在地 連絡先 

性暴力救援センター・さが（さが mirai） 

〒840-8571  

佐賀市水ヶ江 1-12-9 

（地方独立行政法人佐賀

県立病院好生館相談支援

センター医療相談係内） 

 

※平成25年5月7日以降 

〒840-0861 

佐賀市嘉瀬町大字中原 

（医療機関の名称は地方

独立行政法人佐賀県医療

センター好生館に変わり

ます） 

 

 

0952-26-1750 

アバンセ女性総合相談 

〒840-0815 

佐賀市天神三丁目 2-11 

（佐賀県立男女共同参画

センター内） 

 

0952-28-1492

（事務局） 

0952-26-0018

（相談） 
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その他機関 

関係機関名 所在地 連絡先 

佐賀県子ども・若者総合相談センター 

〒840-0826  

佐賀市白山 2丁目 

2-7 KITAJIMA ﾋﾞﾙ 1階 

0952-97-8246 

ＮＰＯ法人被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ 

〒849-0925 

佐賀市八丁畷町 1-20 

佐賀県衛生合同庁舎新館 

 

0952-33-2130

（事務局） 

0952-33-2110

（相談） 
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書名・論文名 著者／出版社 発行（発表）年月

青年前期の自尊感情とソーシャルサポートの関

連について 
大野寛広 平成 15 年 3 月 

特別な教育的支援が必要な子どものためのガイ

ドブック 
佐賀県教育委員会 平成 17 年 3 月 

高校生・大学生の相談状況と自己肯定感との関

係 
倉田真由美 平成 20 年 8 月 

あなたの「気づき」がはじめの一歩です 佐賀県教育委員会 平成 21 年 7 月 

児童虐待防止と学校 
文部科学省初等中等教育局児童生徒

課 
平成 22 年 1 月 

要保護児童対応マニュアル（改訂版） 
佐賀県健康福祉本部母子保健福祉課 

佐賀県中央児童相談所 
平成 22 年 3 月 

不登校支援のポイントと有効な手立て 
不登校支援調査研究プロジェクト

（佐賀大学・佐賀県教育委員会） 
平成 22 年 6 月 

発達障害のいま 杉山登志郎／講談社 平成 23 年 7 月 

教職員のための子どもの健康相談及び保健指導

の手引 
文部科学省 平成 23 年 8 月 

子ども虐待としての ＤＶ－母親と子どもへの

心理臨床的援助のために－ 
春原由紀／星和書店 平成 23 年 12 月 

平成 23 年度「家庭教育支援の効果に関する調査

研究」報告書 
文部科学省 平成 24 年 3 月 

つながりが創る豊かな家庭教育 

～親子が元気になる家庭教育支援を目指して～
文部科学省 平成 24 年 3 月 

中学生男女の親・教員との会話と男女交際およ

び性感染症に関する知識・意識・行動との関連
原健一・永松美雪 平成 24 年 6 月 

性行動に伴う危険を予防するプログラムの効

果：性感染症予防教育に男女がお互いを尊重す

る関係を育成する教育を組み合わせて 

永松美雪・原健一 平成 24 年 12 月 

資料編 

4 引用・参考文献 
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 日付 議題 

第 1回 
平成 23年 

9月 13日(火) 

①児童・生徒に対するＤＶの発見・支援プログラム策定専門部会設置について 

②問題が表面化している子どもの実態と取り巻く環境について 

③実施要綱の内容検討と、プログラム全体像の確認について 

第 2回 
平成 24年 

1月 13日(金) 

①3ヶ月間の事例報告(ＳＣ、ＳＳＷの報告) 

②児童・生徒の情報の共有化について 

③第 3回専門部会の日程について 

第 3回 
平成 24年 

2月 24日(金) 

①これまでの事例について 

②ＳＳＷが関わりを持った事例について 

③ＳＣが関わりを持った事例について 

④学校との連携、家庭への介入について 

第 4回 
平成 24年 

3月 6日(火) 

①ＳＳＷやＳＣが家庭への関わりを持った事例の検討について 

②ＳＳＷ、ＳＣによる教職員へのコンサルテーションについて 

③学校による児童・生徒への支援と、その支援をサポートする方法について 

第 5回 
平成 24年 

3月 23日(金) 

①半年間の事例について                  

②ＳＳＷとＳＣのこれまでの関わりについて報告                   

③既存の会議や、既存の情報交換手段の活用について 

④来年度の「児童・生徒に対するＤＶの発見・支援プログラム策定専門部会」の

開催と、来年度事業の説明について 

第 6回 
平成 24年 

8月 17日(金) 

①平成 24年度策定予定のプログラムについて                  

②ＳＣ、ＳＳＷのさらなる活用について                  

③教育委員会や福祉事務所と学校の関わりについて                  

④学校における健康相談と保健指導の活用について                  

⑤「性に関する教育」等、児童・生徒に必要な教育について 

資料編

5 本専門部会開催状況
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 日付 議題 

第 7回 
平成 24年 

10月 16日(火) 
平成 24年度策定予定のプログラムコンテンツについて 

第 8回 
平成 24年 

12月 27日(木) 
平成 24年度策定予定のプログラムコンテンツについて 

第 9回 
平成 25年  

2月 26日（火）  
平成 24年度策定予定のプログラムについて 

第 10回 
平成 25年 

3月 12日（火） 

①平成 24年度策定予定のプログラムについて 

②これまでの「児童・生徒に対するＤＶの発見・支援プログラム」における取組

みについて 
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