
Shonan DV Support Center
　　　　　　　　　暴力を容認しない社会をめざして
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人人権権侵侵害害ののなないい社社会会ををめめざざししてて  

学校では… 

 いま学校では、いじめが大きな問題になっています。 

 私たち大人は、子どもの行動だけに目を向けがちですが、子どもの行動の背景には、その子の経験、考え、

感情があります。毎日、子どもたちは学校や家庭で何を経験し、何を考え、何を感じているのでしょうか？

そこに目を向け理解しようとしなければ、子どもたちの“問題行動”は変わりません。  

家庭では… 

虐待やＤＶが、家庭の中で起きている場合、子どもたちは毎日、暴力にさらされ、安心・安全な環境で生活

することができません。親の離婚、依存症、リストラなどで、家庭が不安定である場合も同様です。その経験

が、子どもたちを不安にし、“問題行動”に結びつくこともあります。 

職場では… 

職場も、暴力と無縁ではありません。 

意図的ないじめや、嫌がらせはもちろん、度の過ぎた叱責や行き過ぎた指導は、相手の人格を傷つけ、意欲を

失わせます。さらにストレスが続けば心身の健康を損なうこともあります。ハラスメント（パワーハラスメン

ト、セクシュアルハラスメント等）は、被害者を精神的に追い詰め、仕事や家庭にも悪影響を及ぼします。

地域・社会では… 

暴力を容認する社会には、様々な人権侵害が発生します。 

戦争や地域紛争、児童労働や強制労働、高齢者・障がい者・外国人・性的少数者等に対する差別など、様々

な暴力が地域・社会の中で起きています。 



 

 

  

 

 

 

  
 

 
 

 

※１）ＤＡＰ (Domestic Abuse Project) 

“女性への暴力防止”のために1979年に設立されました。4つのプログラム「セラピー」「社会的介入」「調査・評価」「トレーニング」を、毎年数100人も

の女性、男性、子ども達に提供しています。湘南ＤＶサポートセンターは、DAPと業務提携のもと、日本国内でプログラムの普及を行っています。 

※２）ユースリーダー 

高校生、大学生、短大生、専門学校生、大学院生、社会人等のボランティアスタッフのことをユースリーダーと呼んでいます。 

 

 

 

  

  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

湘湘南南ＤＤＶＶササポポーートトセセンンタターー  

設立       ： 1999（平成11）年4 月1 日  

法人格取得 ： 2009（平成21）年9 月30 日 

暴力や虐待は人権侵害 

湘南ＤＶサポートセンターは、暴力や虐待によって人権が侵害されることなく、誰もがいきいきと暮らすこと

のできる社会をめざして1999年に設立されました。 

アメリカの非営利団体ＤＡＰ※１）が開発したプログラムをカウンセリングやワークショップに取り入れ、いじ

め、虐待、ＤＶ、ハラスメント等の被害者支援と予防教育に取り組んでいます。 

 

当団体の活動は、ＤＶを受けた女性や子どもの支援から始まりましたが、暴力を未然に防ぐためには若者への

教育が重要と考え、10代の子ども向けプログラムを開発。 2007年より、ユースリーダー※２）と共に小・中・高

校・大学で、「いじめ」や「デーティング・バイオレンス（デートＤＶ）」を防止するための暴力防止教育を行

っています。また、大人を対象にした「虐待・ＤＶ」や「ハラスメント」研修も実施しています。 

 

家庭、職場、地域・社会で起きている暴力… 

子どもたちは、これらの暴力の影響を、直接的・間接的に受けながら成長していきます。大人の責任は重大です。

私たち大人が、暴力を振るわない“信頼できる大人”がいることを子どもたちに示していくこと、それがとて

も重要なことだと思います。信頼は、自然に得られるものではありません。地域の大人たちが子どもの成長に関

心を持ち、積極的に子どもへの関わりを深め、日々の生活の中で信頼関係を培っていくことが大切です。 

 

当団体では、「スクール・バディ研修（中学生）」、「ユースリーダー養成講座（高校・大学生等）」、「いじめ防止

プログラム指導者養成講座（成人）」を実施し、地域のコーディネーターとなる人材を育成しています。 

 是非、みなさんも一緒に活動していただければと思います。 

理事長 瀧田信之 



 

 

 

 

 

 

カウンセリング 

虐待、ＤＶ、いじめなどの専門相談です。 

暴力の被害者、暴力を目撃して育った子どもたちは、自尊感情が低くなる傾向があるといわれています。怒りをうまく表現でき

ずに、自分や他人を傷つけることのないようカウンセリングを行います。 

 

アドボカシー 

情報提供、弁護士・医療機関の紹介、裁判の支援、関係機関との調整など、生活の質の向上や権利を守るための支援を行って

います。被害者の不安を軽減しながら、自立に向けた中長期の支援計画を提示していきます。 

 

 

 

 

 

【いじめ防止プログラム】 

  
 

【デーティング・バイオレンス防止プログラム】 

 

 

【イクメン講座】 

 

 

 

 

 

SSSHHHOOONNNAAANNN      DDDVVV      SSSUUUPPPPPPOOORRRTTT   CCCEEENNNTTTEEERRR   

「いじめ防止プログラム」は、「スクール・バディ」というピアサポートグループを編成し、生徒の

主体的な活動を通して、いじめを予防するプログラムです。「スクール・バディ」になった生徒

は、いじめを未然に防ぐための様々な企画（「ビデオ制作」「演劇」「校内放送のＤＪ」「新聞・ポ

スターづくり」など）を考え情報を発信し、学校から傍観者をなくすための活動をしていきます。

ＤＶは、結婚や同棲しているカップル間だけではなく、若い恋人同士の間でも起こります。交際

相手からの暴力は、やがてＤＶへと発展する危険性を秘めています。「デーティング・バイオレ

ンス（デートＤＶ）防止プログラム」は、恋人間での実際の会話や行動を題材に、他者との“境

界”を知ることを通して、自分も相手も大切にする関係を築けるよう支援するプログラムです。 

子どもの気持ちを知るための父と子のコミュニケーション講座です。 

コミュニケーションといえば、「傾聴と共感」が大事と言われていますが、子どもの話をきくこと

は、簡単ではありません。言葉だけでなく、気持ちも一緒に感じながら、子どもの話に耳を傾

けてみませんか？ 

「思春期に入った子どもたちは何も話してくれない」と嘆いているお父さん、そんな時にこそ、

父と子のコミュニケーションが必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家庭内で暴力を目撃した子どもの心の回復プログラム】 

   
 

【野外体験プログラム（ＤＡＰ-K.I.D.S）】 

   

 

【ハラスメント防止プログラム】 

  

 

【介護者のためのプログラム】 

 

 

 

 

 

 

「家庭内で暴力を目撃した子どもの心の回復プログラム」は、アメリカの非営利法人DAP が開

発したプログラムの基本を2日間にわたって学びます。子どもたちが「怒り」や「悲しみ」等の感

情を適切に表現し、自分自身で身を守る具体的な方法をみつけられるように支援するプログラ

ムです。  

暴力を見たり、受けている子どもたちの心のケアには、「安全で！楽しい！」がキーワー

ド！ＤＡＰ-K.I.D.S（Kodomo Intensive Development System ）は、カヌーやキャンプを楽しみ

ながら、心の回復をはかる『野外体験プログラム』です。自然の中で人と人との触れ合いを

通して子どもたちの人権意識や自尊感情を高めることを目指しています。 

ハラスメント（セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等）は、職場環境を悪化させ、

生産性の低下やコンプライアンス上の問題など、従業員にも組織にも大きな損失をもたらし

ます。「ハラスメント防止プログラム」は、職場での実際の会話や行動を題材に、ハラスメン

トのない働きやすい職場をつくるために何ができるかを考え、従業員のメンタルヘルスに

ついても取り上げます。 

高齢者や障がい者を介護する人の多くに強いストレスがあり、それが虐待やバーンアウト（燃え尽き

症候群）につながる危険性をはらんでいるといわれています。介護者のためのプログラムは、高齢

者や障がい者の援助をする家族、親族、施設の職員等を対象にしたプログラムです。介護者が抱え

る問題と向き合い解決の糸口を探す手助けをします。 

SSSHHHOOONNNAAANNN      DDDVVV      SSSUUUPPPPPPOOORRRTTT   CCCEEENNNTTTEEERRR



 

 

 

 

 

 

あなたも、「いじめ」や「デーティング・バイオレンス（デートＤＶ）」防止プログラムを小学生、中学生、高校生に 

伝えませんか？ 
 

いじめや虐待など、友人間、家族間で起こる暴力は 10 代の青少年にとって、とても深刻な問題です。 

被害を受けた子どもたちは、なかなか周囲に打ちあけられず、深刻な事態になるまで表面化しないことが多いものです。 

 「いじめ」「デーティング・バイオレンス（デート DV）」などの暴力を防止するためには、子どもたちの苦しさに耳を傾け、 

専門家につなぐことのできるユースリーダーの存在が欠かせません。 

あなたもユースリーダーになって、一緒に活動してみませんか。 

 

 

【プログラム開発】 

「いじめ」「デーティング・バイオレンス」「ハラスメント」等、学校や地域のニーズにあった暴力防止プログラムを開発します。 

 

  

 

【ワークショップ】 

アシスタントとして学校や地域に出向き、プログラムを提供します。 

       

 

【イベント企画・運営】 

暴力防止のためのイベントやキャンペーンを企画・運営します。 

                

   

 

ユユユーーースススリリリーーーダダダーーー募募募集集集   



 

 

       

 

 

 

身近なところ（家庭、学校、地域）で起きている暴力（虐待、ＤＶ、いじめ等）を未然に防ぐために力を貸して下さい。 

子どもたちに、人間関係（親子、恋人・配偶者、友だち等）の大切さを伝えたい、活動を支えたいという方、是非ご連絡下さい。 

 

■募金・寄付金 

皆さまから寄せられたご寄付は、子どもたちを暴力から守るために、また、暴力の被害を受けた子どもたちの心の回復のために、そして、子どもたち

の自主的な活動に充てられます。 ※寄付金のうち、80％は活動に、20％は運営のために使わせていただきます。 

 

 

 

 

■会員 

２種類の会員があります。（年会費）  

  （１）正会員    個人会員 1 口5,000 円   団体会員1 口200,000 円 

  （２）賛助会員   個人会員1 口 2,000 円   団体会員1 口100,000 円 

※すでに会員としてご協力いただいているみなさま ご住所の変更、ご指定口座の変更、会費口数の変更は、当センターまでご連絡ください。 

 

■プロボノ 

仕事で培った技術・能力を活かして、当団体の活動に対する支援をお願いいたします。 

※当センターのホームページは、ＮＰＯ法人サービスグラントと、そこに登録されたボランティアスタッフの方々のお力をいただき作成しました。 

 

■研修、ワークショップ、イベントなどのボランティア  

研修、セミナー、シンポジウムにボランティアとして参加してくださる方を募集しています。 

 

サポーター紹介 

ＮＰＯ、地方自治体、企業、学校、家庭裁判所、男女共同参画センター、児童相談所など、様々な職種のサポーターのご協力をいただいています。 

（以下の団体は、その一部です。）  

 

＜日本＞ 

ＮＰＯ法人ウィメンズネット青森 

ＮＰＯ法人参画プランニング・いわて 

ＮＰＯ法人かながわ女性会議 

ＮＰＯ法人さんかくナビ 

一般社団法人みもざの会 

ＮＰＯ法人ＤＶ防止ながさき 

かごしま女性政策研究会 

 

＜海外＞ 

●Domestic Abuse Project 

アメリカの非営利法人DAP (Domestic Abuse Project) は、“女性への暴力防止”のために 1979 年に設立されました。 

4 つのプログラム「セラピー」「社会的介入」「調査・評価」「トレーニング」を、毎年数百人もの女性、男性、子ども達に提供しています。湘南ＤＶサポート

センターは、ＤＡＰと業務提携のもと、日本国内でのプログラム普及を行っています。 

●Safeteen 

サササポポポーーータタターーー募募募集集集   

みずほ銀行 鵠沼支店 

普通  １３７７５３４ 

名義： 特定非営利活動法人 湘南ＤＶサポートセンター



カナダの Safeteen は、アニタ・ロバーツがブリティッシュ・コロンビア州で開発した10代の子ども向け暴力防止プログラムの名称です。1976年からカナ

ダの北西部の高校で始められ、現在は、アメリカ、ノルウェー、オーストラリアでも実践されています。 

 

広報室 

【2007（平成19）年】 

3 月11 日（日）、3 月14 日（水）愛媛新聞 「対等であるために 愛媛DV の現状」 暴力防止へ 

4 月25 日（水）  教育医事新聞 「中学校にいじめ防止プログラム導入」湘南ＤＶサポートセンターが開発 大学生が暴力防止のユースリーダー 

5 月2 日（水）    朝日新聞 夕刊 「友の輪でいじめゼロへ」 藤沢の中学校 生徒先頭、先生は支援  

10 月1 日（月）  日本教育新聞 「いじめ自分たちの手で解決」 神奈川県・藤沢市村岡中学校 研修受けた生徒相談役に  

10 月           藤沢市男女共同参画課 「広報誌 かがやけ地球 2007 年秋号『すべての学校からいじめがなくなってほしい』」  

ＮＨＫ おはよう日本   中学生の取り組み「いじめ防止 スクール・バディ・活動」  

 

【2008（平成20）年】 

3 月2 日（日）   朝日新聞 あめはれくもり① 「DV 忘れられた被害者」 

3 月9 日（日）   朝日新聞 あめはれくもり② 「いじめる側の気持ちは？」 

3 月16 日（日）  朝日新聞 あめはれくもり③ 「傍観者の自覚で変わる」 

3 月23 日（日）  朝日新聞 あめはれくもり④ 「受け止めれば心開く」 

3 月30 日（日）  朝日新聞 あめはれくもり⑤ 「楽しい学校皆で作ろう」 

6 月4 日（水）   神奈川新聞 「生徒自ら暴力根絶」生徒の手でいじめ根絶へ、中学校で試み 箱根の中学校でも授業開始 いじめる側の気持ちは？ 

9 月26 日（金）  読売新聞 「仲間の被害見て見ぬふり許さない」いじめ防止校内で成果 藤沢市立村岡中「スクール・バディ」 

 

【2009（平成21）年】 

9 月25 日（金）  日本経済新聞（夕刊） いじめ許さない 生徒自身の手で 中学生同士で相談・朗読劇… 取り組みを「サミット」で披露 

 

【2010（平成22）年】 

2 月13 日（土）  パナソニック教育財団 こころを育む総合フォーラム 「ブロック大賞受賞！」表彰式 

6 月27 日（日）   朝日新聞 「いじめ 傍観しない」 生徒が防止活動 専従の教員 メール相談  傷つきやすい心に、安心感を 

12 月13 日（月）  日本教育新聞 「広がる いじめ予防の試み」 悩み相談 生徒が対応 

 

【2011（平成23）年】 

4 月28 日（土）  「届け！励ましの歌」 被災地応援のＣＤ制作 

11 月18 日（金）  ＮＨＫ ＴＯＫＹＯマヨカラ！「デートＤＶって？」 

 

【2012（平成24）年】 

8 月6、13 日（月） 日本教育新聞  民間の力も借り いじめ防ごう  元家裁調査官が講習会  相談窓口となる中学生を育てる 

8 月16 日（木）   岩手日報  いじめ防止 子へ促そう  自尊感情の喚起大切  指導方法や手順を紹介  瀧田さん宮古で講座 

9 月10 日（月）から毎週月曜日 日本教育新聞 「暴力に苦しむ子どもたち」 全12 回 

 

 

 

 

実実実績績績   

 

 

特定非営利活動法人 湘南 DV サポートセンター 

〒251-0044 神奈川県藤沢市辻堂太平台 2-2-3-102 

TEL：090-4430-1836 FAX：0466-36-6616 

e-mail：tryton@kodomo-support.org  http://www.kodomo-support.org 


