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2-11 どんな支援があると、ひとりで抱え込まず

に状況を伝えてみようと思えますか？ 

 （4月 23日７4８人回答） 
 
○心の傷を埋めてくれる制度。被害申告の際

に、自分の有給休暇を使わなくて良い制度。 
 
○被害を否定されたり疑われない場/女性が

相手の方が話しやすい/加害者が正しく罰せ

られる場。 

まず、自分達が日常的に受けている屈辱的な

出来事が「犯罪であり、ケアされるべき対象

である」という発信が必要だと思います。女

性同士で話すことで「よくある、我慢すべき

こと」に矮小化されていると思うので。 
 
○対策を講じようと動いてくれるだけで伝え

た意味を感じる。 

 

○痴漢は犯罪であり、『よくある事』では済

まさないという社会的な通念が男女ともにも

っと根付かないとダメだと思う。 
 
○駅員さんや警察官などが服装や状況などで

「あなたも悪い」という雰囲気や言動を出さ

ないで欲しい。 

仕事の帰りなのに夜道を歩くのはやめなさい

と言われた時は唖然とした。 
 
○駅でもっと犯罪者、被害者両方に対する呼

びかけがあればいい。行政と鉄道会社がもっ

と強力に犯罪を許さない態度を示すのが大

事。 
 
○警察は何回も同じことを話させたり、相手

が子供だと舐めて偉そうな対応をすると聞い

ているので、警察や JR や学校や会社に通報

するとき・取調べのときに一緒にいて欲し

い。 

 

○痴漢は犯罪なのだから、加害者を実名でリ

スト化し、公開して欲しい。 

 

○痴漢もぶつかりも露出も「性犯罪」であ

り、加害者が悪く、被害者に落ち度がないと

周知されていること。「被害者にもスキがあ

った」みたいな社会だと何も言えない。 

 

○あまりに腹立たしくて加害者を痛めつけた

いとしか思えない。 

○兎に角痴漢を厳罰化してほしい。痴漢くら

いで…という空気をどうにかして欲しい。

GPS を植え付けたり公共機関に乗れなくして

欲しい。 
 
○駅や鉄道会社に相談窓口があるべきでは？ 
 
○その場でスマホアプリなどを使って、声を

出さずに確実に通報できる、周囲に知らせら

れる、犯人を制圧できる仕組み。 

 

○駅に痴漢や犯罪専門の窓口があればいいな

と思う。駅員は犯罪対応以外の通常の業務で

忙しいと予想されるし、めんどくさそうに対

応されるのが一番辛い。 

そもそも電車内で痴漢の証拠を押さえやすい

ような状況になってほしい。 

 

○私だったら電話ではなくチャットの方が安

心すると思います。(身バレが怖いので知り

合いなら電話、知らない人ならチャットがい

いです。) 

あと相談ハードルをできるだけ低くしてほし

いです。私自身色々と相談できるサイトにア

クセスすることはあるんですが、勇気が出ず

実際に相談したことがないので…。 

私みたいな被害は全然マシじゃない？とかも

っとしんどい人もいるだろうから…と相談を

やめてしまうことが多いので、門戸が広いと

いうか、性被害という言葉は強いので、自分

が遭ったのは性被害じゃないと思っている人

には届きづらいと思います。(今回の調査も

「痴漢被害の」とつくことで、怖い思いをし

たことはあるけど、痴漢には遭ったことない

って人は回答までいかないのかもな、と正直

なところ思いました。) 
 
○支援というか、社会全体で痴漢を許さない

という空気になってほしいです。今はまだま

だ痴漢はお色気ネタとして軽く扱われていて

ネットにも溢れています。私が何より辛いの

は私が声を上げなかったことで娘の時代にこ

の地獄を引き継いでしまったことです。声を

上げることは未来の被害者を減らすこととい

う認識があれば勇気が持てたかもしれないと

悔やみます。そして痴漢を捕まえていたら遅

刻してしまうので声を上げられないのも大き

いです。とりあえず痴漢を駅員に引き渡して

調書は時間のある時に受けられるとか捕まえ

たら遅刻にならないとか(でもこれだと毎日
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遅れてしまう)システムが必要だと思いま

す。 
 
○中学生の自分には、容姿関係なく自分がそ

ういう性的対象であるということを、知識と

して知っておいて欲しかったと思うので、暗

闇の路地には行かないようにと教えてあげた

い。保健室に痴漢相談とか、駅でも、警察ま

で大袈裟ではない（ことを荒立てたくない

し、恥ずかしいから、警察へ通報とかまで

仰々しくないところがよい。警察に相談し

た、となると、それほどの被害を受けてしま

ったのかと、自分でも深刻な体験をしたので

はないかというイメージがさらに自分を痛め

つけそうなので）痴漢被害の声を集めてます

とか、そういうところがあれば、（あっ、こ

んな自分の情報でも役に立つのかなと思っ

て）こんなことあったよ、先生、と気軽に報

告通報できる場所があるとよいと思った。大

人になっても気軽に報告出来るところがほし

い。そこで、軽く扱ってた自分の体験をしっ

かり聞いてもらって対応してくれると、さら

に心強くなれると思う。 
 
○電車車両にカメラがあって証拠が残る状況

になっていること。 

声をあげたら迷惑そうにせず捕まえてもらえ

ること。 

犯人を捕まえるために多少手荒な事をしても

罪に問われないこと。 

 

○小さい頃から学校で痴漢被害に遭った場

合、同じ車両で被害者が声をあげた場合の対

処法を教え、練習する。私は小学生の頃に高

校生の友達から痴漢に遭った話を何度か聞い

ていたので、大きくなったらそういう目に遭

うものなのかと勘違いしていた。そもそも通

報するという発想が無かったし、犯罪だと言

われてもいざ声を上げるのは心理的にかなり

ハードルが高いため、練習と周りの誰かが助

けてくれるはずというある程度の信頼が必

要。 

 

○電車内の監視カメラ、鉄道警察の増員。自

分ひとりでは戦えません。 

 

○匿名で、周りの人には知られないようにし

てほしい。自分が責められることないよう

に、逆恨みされないように対応してほしい。 

 

○電車内などは監視カメラがあるとありがた

いです。あとセカンドレイプをされないよう

に被害者を攻めないように社会全体で取り組

んで欲しい。 

その場で伝えても安心だと分かるような信頼

できる社会になって欲しいです。 
 
○匿名の、被害者同士で話せる掲示板。 
 
○気軽に通報したり相談出来る（それで動い

てくれる）仕組みがあるといいなと思いま

す。 
 
○ハラスメントの現場を目撃した時に、当事

者だけじゃなく周りが声を掛けられるよう

な、具体的な方法などを教えてくれる講座な

どあるといいなと思います。 

あと小学生のうちから、きちんとした性教育

や女性蔑視に繋がらないためのジェンダーバ

イアス等の教育が必要だと思います。 

 

○女性を押さえつける有害な男性を排除し

た、被害者に寄り添える相談員、施設がある

といい。 
 
○支援というより、電車内の防犯カメラ設置

と、痴漢は許さないというポスターを増やし

てほしい。女性に向けた「痴漢に気をつけ

て！」「痴漢は通報して」というポスターは

やめて欲しい。「痴漢をする人」に向けて

「痴漢は犯罪であり、罰せられるので痴漢を

するな」というメッセージをきちんと出して

欲しいし、きちんと罰せられるようになって

欲しい。 

今のままでは「どうせ声をあげても犯人は捕

まらない」という思いから声を上げる気にな

らないので、「声をあげたら犯人が捕まる」

世の中になってほしい。 

 

○匿名、無料 でスマホで気軽に相談できる

ところ。 
 
○学校や公共施設で気軽に相談したり被害を

報告・共有できるスペースがあること。た

だ、日常的に遭遇すると気にも止めなくなる

可能性が大きいので、まずはおおごとだと思

っていい被害であることを認識できる必要が

あると思う。 
 
○性犯罪者情報の公開。 
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○犯罪者を確実に逮捕して多大な慰謝料請求

できる社会。 
 
○親向けに、子どもが被害にあったときのチ

ャートがのった冊子。予防接種の問診票など

と一緒に郵送してほしい。思春期〜大人の女

性向けにはインスタなどでの窓口案内。おし

ゃれに。 

 

○目に見える場所に警官や警備員が沢山いる

こと。政治や警察に期待していることは、事

件そのものを起こさないことだから。そのた

めに税を納めている。 

 

○声をあげれば、誰か助けてくれる人がいる

んだと信じられるような世の中であればよか

ったと思います(私の体験は何十年も前なの

で世間は「痴漢される方に落ち度があったん

だろう」という雰囲気でした。) 

 

○私の場合、比較的被害が軽いので支援は不

要です。駅のホームに警官が常駐すれば届け

出やすくなります。サミットの時のように警

備してほしいです。 

被害届を出したこともありますが捜査に乗り

気でない警官に対応されて嫌な気分になりま

した。ちゃんと対応しているという実績を示

して欲しいです。 

被害者が抱え込むというより伝えたところで

現状が良くならないという事実が気を削ぐの

で。 

加害者が必ず収監されるなら被害届を出しや

すいです。加害者の転居を命じる法律を作っ

てください。(加害者が向かいの家の住人な

ので。) 

 

○これは被害であり、犯罪であると知ってい

る世間。 
 
○まず痴漢が出たときに皆で捕まえようとい

う空気が無い、呼び掛けられるのは自衛ばか

り。  

犯人に向かっての脅迫めいたポスターも無

く、取り調べの拘束も長いのでとりあえず連

絡先だけ書いて犯人被害者以外の証人はその

後時間のある時にして欲しいし遅刻しても遅

延証明書のようなものを出して欲しいし、会

社の方に遅刻分補填のようにお金をあげて欲

しい。捕まえたら金一封くらいあればいいの

にと思うし、性犯罪の犯人は全員ＧＰＳつけ

て欲しいし電車内に 1 両につき 10 台くらい

防犯カメラつけて追跡できるようにしてほし

い。 

 

○私や友人が被害に遭っていた 30 年以上前

から、ほとんど状況が変わっていないのが残

念です。具体的な支援は思いつきませんが、

痴漢や盗撮等を軽視せず、重大な犯罪だとい

う共通認識を社会全体で持つことが最低条件

だと思います。 

 

○アプリで被害状況の報告などができてどこ

で被害があるか見れたら気をつけられるので

はないかと思います。またその状況をみて警

察の方が見回りなどして頂ければ安心できま

す。 

 

○どんな人(老人から幼児、男性含む)でも被

害者になりうること、時間を置かないと言葉

に出来ないこと、被害者は人権侵害を受け尊

厳を傷つけられたことを理解しているという

アナウンスがあったうえで、痴漢被害を軽ん

じない姿勢を示してくれると、自分が被害を

訴えたと言っても信用してもらえると思える

気がする。 

(恥ずかしい、て言葉は、被害者本人達はそ

ういう言葉を使うかもしれないが自分はピン

と来ない。軽んじられた、人形扱いされた、

侮辱を受けた、という感じ。この身体がある

うちは人扱いされないような感覚。それを言

うことで他の人まで自分をそういう物体とし

て扱われたモノとしてイメージしてしまうの

ではないか、という恐れ) 

 

○学校などで、女性の先生が相談しやすいと

思う。 

 

○オープンにアクセスできる被害届サイトな

ど。 
 
○性犯罪者には GPS つけて名前も公表して社

会的にも死んでくれたらそれでいい。 
 
○痴漢を監視する意気を醸成すること。 
 
○亜相談センターとかあると嬉しい。 

 

○小さなことでも性被害なんだ、と認識して

もらう。今はこれくらい軽いものだ、と思わ

される社会だと思う。 
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○社会的に制裁することが当然という空気の

醸成。恥ずかしくないことであり暴行被害で

あるという当然の社会認識がもっと必要。 

 

○そもそも警察が痴漢等の性犯罪を軽んじて

いて刑罰も軽いのでそこを変えてほしい。 
 
○よく分からないです。 
 
○匿名で報告だけでも気軽にできて、ここの

電車は痴漢がある、何車両目など可視化して

欲しい。 

 

○被害に遭うのは隙があるからだなとど批判

される心配がないこと。 
 
○LINE や電話で相談ができる窓口、みんな

の被害に遭った経験がシェアされるオンライ

ンコミュニティ。 
 
○被害者に自衛や落ち度を求めるのではなく

て犯罪行為をしっかりと取り締まる姿勢をは

っきり示して欲しい。 
 
○地味ですが、ポスター啓発はなくしてはけ

ないと思う。 

痴漢対応に限らず女性スタッフだけが常駐す

る場所。男子禁制。(ただ、女性スタッフだ

けだと狙われる場合もあるし、LGBT には配

慮要)看護師、カウンセラーなど、プロスタ

ッフ。警官。 

地下鉄私鉄 JR の要所にいてくれれば。ボラ

ンティアではなく、プロスタッフ。親切なだ

けの人は、被害を大きくする。 

情報が共有化できるしくみ、遅延情報のよう

な発生情報を書き込める。または投稿できる

システム、その車両、避けられるようにす

る。高校など学校のシステムの一部で集積で

きると、デマや虚偽報告が減るのではないか

とも思います。男性側の支援。性的異常？は

言い出せないのではないでしょうか。快感、

いたずらなだけだと思ってるのかもしれませ

んが。 
 
○まず、被害者が責められない社会になるこ

と。 
 
○支援というより、「他人の身体に無許可に

触れることは非常識で恥ずべきことだ」「さ

れたら怒ってもいいことだ」という認識が社

会の共通であれば、安心して被害を被害とし

て申告できるのだろうと思う。強いて言うな

ら、小学生、もっと初歩的なところからなら

幼稚園児の頃に、性的な機能だけではなく他

者の人権を尊重することを教える性教育を施

すことを義務にしてほしい。 
 

○継続的に支援をしてくれる専門家と繋がれ

るシステム。 
 
○相談出来る電話やネットのサービス。 
 
○小学生からの男女共有の性教育。 避妊よ

りつきあい方。 英国の紅茶を用いた説明の

ような 話せる環境があったら言える。 
 
○ワンストップで相談できる窓口、担当者が

女性、SNS。 
 
○性被害にあっても警察にぞんざいに扱われ

ると聞いていたので、もっと被害者に寄り添

った対応をしてくれるとなればひとりで抱え

込まずに済むと思う。 

また、特に男性になるが、自分や自分の周り

が被害にあっていないからといって「そんな

ことあまりない」というようなことを言わな

いでほしい。 

 

○電車の中に通報ボタンがあり、それを押す

とすぐに停車→ドアは閉まり出れないように

なり全員に微物検査が出来る→犯人は捕ま

り、二度と公共交通機関を利用できない。 

 

○まず性被害を受けることは恥ではなく

100%加害者が悪いのだという認識が社会に

ないと、特に子どもは被害を話せないと思い

ます。保護者や教職者など子どもが信頼でき

る大人がそのように発信することが大切だと

思いますし、そのためには大人側社会の側の

意識を変える必要がえると思います。 

 

○被害が起こらないようにして欲しい。刑罰

をもっと重くして犯罪を起こせないようにし

て欲しい。 
 
○駅に相談員を配備。 
 
○加害側をどうにかしてくださいとしか思え

ません。 

 

○痴漢犯罪がもっと卑劣で凶悪であることが

周知された社会なら言いやすいかも。現状
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は、エロやエンタメにつながる部分がまだ色

濃くある。 
 
○支援も必要ですが法律が欲しい。盗撮罪や

女性差別禁止法が必要です。支援は法律がな

いとできない。そして、女性として生まれた

人々の尊厳や生存権を守ってほしい。 

 

○まずは痴漢を軽く見ない社会的な雰囲気の

醸成が大切だと思います。「たいしたことな

い」と軽く流されるくらいなら話さないほう

がマシと思う人も多いと思います。 

 

○わからない。でも経験から、危なそうな人

がいたら盾になるとか知り合いを装って話し

かけるとかしようと心がけている。 

 

○親切な警察の対応。 
 
○電車に私服警察を巡回させ、痴漢警戒のた

め私服警察官が巡回中です、お困りでしたら

お知らせくださいなどアナウンスを常時流し

てほしい(知らせはブザーなどを用意するか

アプリを作るなど)。 
 
○全ての電車、バスに防犯カメラを。痴漢は

重大な性犯罪ですとアナウンスを。 

 

○痴漢をする側が絶対に悪いこと、訴えるこ

とは恥ずかしいことじゃないことを知る機

会。 

 

○世間が被害者を責めない風潮になっている

こと。悪いのは 100%加害者だという共通認

識が出来上がること。個別支援も必要だろう

けど、大前提を変える取り組みを男性の権威

ある人間が発信し実行することがこの日本で

は効果的。 

 

○周りの人の気づき。 
 
○加害者への厳罰が下されること、報復され

ないこと。 
 
○こういうことは性犯罪だ、被害者は何も悪

くない、と子供の頃から正しく教えること。 

 

○難しい、そんなひどい行為の対象にされた

と言うショックが大きくて、自分が軽視され

て汚されたと言う惨めな気持ちが大きくて、

怖くて、若い頃には他人に相談するのは難し

かった。痴漢行為は割と高校の時友人同士で

話題にあがることが多かったので打ち明ける

ことが出来た。 
 
○話しても茶化したり他の人(親とか教師)に

言いふらしたりしない信頼出来るスクールカ

ウンセラーだったり、身近に話せる時間を作

ったりすれば話すきっかけにはなるかもしれ

ません。 
 
○社会が女性を消費しないのが当たり前にな

らないと無理。ソシャゲや溢れかえるエロ広

告で『女性は消費するもの』として世間が扱

ってるので、それが当たり前に駄目な事、厳

罰化しないとどうせ泣き寝入り。 
 
○痴漢や変質者が社会的に犯罪者だと大きく

言われる世の中ならもっと勇気がでる。 

 

○家庭内でのセクハラが横行していると常識

になれば、家長制度がなくなり、男親が無条

件に偉そうにしなくなれば。 

 

○とにかく警察が動くこと。 
 
○被害者が二次被害を受けないよう守っても

らえること。 
 
○小さい頃から、こういうことは犯罪だと言

うことを教えてもらっていれば、その場で言

えたかもしれない。 

 

○性暴力を許さないという社会的な空気。 
 
○誰かがスマホで撮影しておいて、駅員に説

明するときに説明してくれる。痴漢警報アプ

リを押すと大きくブザー音がした後に「こち

らで痴漢が発生しました。自動的に警察に通

報します。周辺の方でお気づきの方は、立件

にご協力下さい。繰り返します。。。」と鳴

るようにしたら、少なくともビビって加害者

は逃げるだろう。特定することを目的とせ

ず、してはいけないことだと社会に認知して

もらうことを目的とする。もちろん本当に警

察の担当部署に繋いで、話を聞いてもらいた

いです。小学生の防犯ブザーみたいなものか

な。 

 

○支援先の警察、駅員、自治会役員に女性が

増えればいい。議員も。男性には相談できな

い。統計上は日本は性犯罪が少ないとか、冤
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罪もあるとか、悪気はなかったとか、男はそ

ういうものだとかいうのは大抵男性。男がま

ず女の性被害について聞く耳を持ってほし

い。 

 

○今となってはわかりません。 
 
○まず周りが声をかけたり助けてくれる状況

作り。 
 
○警察に専門の部署があれば。 

 

○あれから 4、50 年経っても鮮明に思い起こ

されるほどの忌わしい記憶です。今はこの様

に SNS を使って発信出来ます。又その場で写

真も撮れます。触れたら即座にブザーが鳴っ

たり、警報音が鳴ったりできるのが身につけ

られるのが出来たらいいかな。 
 
○当事者として、は難しい。 

 

○性犯罪というものがどういうものなのか、

小さい頃から教育されていたら良かったなと

思う。 

なぜ、性器を触られたり、見せられたりする

と怖いのかとか。中学生なのに、分かってい

なかったことが怖い。 

 

○交番に行ったのに、被害届出すかどうかだ

けの話だったのは、残念だった。 

 

○世の中が過剰に痴漢冤罪を持ち上げてしま

っているため、被害者も「冤罪だったらどう

しよう。」といった不安から通報や相談をし

ないパターンが多くあると思います。そし

て、痴漢に気付いていても関わりたくないと

いった心理から、被害者を助けずに見ぬふり

をする人もいます。そのため、まずは一人一

人が再度"痴漢＝犯罪”であるという意識を持

つことが必要だと考えます。また、サイトか

ら匿名で被害を報告できるような相談窓口

（いつ、どこで、このような被害にあった）

があれば、被害者が 1 人で抱え込まずに被害

状況を発信できるかと思います。 

 

○偏見を持たず、性的な知識もあるカウンセ

ラーが身近にいて無料で相談できること 

 

○支援の前に、まず街灯を増やしてほしい。

子供の頃から男の子に教育してほしい。 

○こういった匿名のアンケートがあると話し

たくなります。 

 

○対策などは尋ねられるまで話さずにただ恐

怖などに共感してもらえる所。 
 
○警察に行くのは、時間もかかるし個人情報

も扱われるので不安が大きい。 

このアンケートのような形で情報提供して、

公道であれば見回りを増やすなどしてもらえ

たら安心できる。 

 

○加害者を許さないという雰囲気。電車に防

犯カメラがほしいです。ずっと言っててでき

なくて、電車テロがあると検討されるのは、

女性軽視されてるとかんじました。 
 
○警視庁のアプリがあるんですね。ただこれ

も駅員さんや警察が来てくれるわけでもな

く、周りの協力を得られなければ結局自分で

なんとかしなければならずハードルが高く実

用性は今ひとつと感じます。声が出ないので

はない、出しても無反応、が怖いのです。 

また仮に被害女性の多くが声をあげたら、対

応人員不足で結局パンクするかと。もうそこ

らじゅうですよ、痴漢。駅員も警察も対応し

きれない。 

根本解決は、被害者が頑張るのではなく性犯

罪が起きにくい環境づくりでは？ 

女性専用車両もありますが、何より満員電車

を緩和させることでは？ 

それには公共インフラの再公営化だと思いま

す。JR 東日本が春から本数を減らす（通勤通

学時間も減らす）ようですが、痴漢にとって

は好都合です。公共のものを民営化すると利

益を出すためコストカット、サービス改悪の

一途なのは問題です。公共インフラは国が運

営するべきで黒字である必要はない。地方で

は廃線も増え北海道などはもはやスカスカ。

痴漢に限らず民営化の害は大きいです。また

人口が都市に集中することも原因のひとつと

考えます。地方を蔑ろにしてきた政治の結果

です。 

 

○当時は今の様に SNS が無かった時代なの

で、簡単に書き込み式で報告できるサイトが

当時あれば利用したと思います。 

 

○痴漢は犯罪行為であることを、男性が男性

に諭してくれる支援が欲しい。Not all men の

ムーブメントを作って欲しい。 
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○痴漢やハラスメントについて、学校で教え

て欲しかった。相談窓口として、LINE やメ

ールが提示されていたら、相談しやすかっ

た。被害に遭った時、どうしたら良いのか、

ポスターなど、電車内や駅にあったら良かっ

た。 

 

○見かけた人から声をかけて欲しい。 
 
○痴漢にあっても悪いのは加害者であるこ

と、痴漢被害者に対する間違った認識をなく

すこと。痴漢は身近な犯罪であることを、特

に男性に知ってもらうこと。 

 

○相談したら絶対相手を逮捕してくれる、と

いうような痴漢が極悪という世間になってく

れたら、自分は被害者である自覚ができた。

小中学校から、こんな経験したらそれは被害

で先生や誰かに相談でき、話を聞いてもらえ

たらと思う。 

 

○この程度では、と思ってしまうので、何が

痴漢に当たるからぜひ通報するように、と駅

の看板や電車内の広告などで伝えてほしい。 
 
○信頼できる電話番号や場所があるといいと

思います。 

 

○痴漢にあったら書き込めるアプリなんかが

あると良いかもしれません(その集計を元に

警備を強化したり防犯カメラを設置したりし

て対応してもらえる。本人が必要とチェック

を入れた場合には個別にカウンセリングの電

話が来るなど)。身近な友人に話せる人ばか

りではないので、匿名で書けると安心です。

自分のためではなく、これから他の人が同じ

被害に合わないためにと思えば勇気を出して

書き込める人もいます。 
 
○通報しても警察でまともに対応してくれな

いと思ったのでできなかった。警察でどんな

対応をしてくれるのかわかれば通報しようと

おもえたかも。 
 
○このアンケートの様に、自分が特定されず

に人の目を気にせず話せる場や、同じような

経験をした方との交流し、痛みを分かち合え

る場。想いを吐き出すだけでも気持ちが和ら

げられる。幼くて理解してない被害者は沢山

いると思う。その事も広く知ってもらいた

い。 

○相談窓口などが駅の目立つ所に有れば、伝

えられたかもしれません。 

男性にもっと自分達が獣の要素があると幼き

頃から自覚させる、そう言う教育が必要であ

ると思う、男性はチヤホヤされ育ち女性に対

して対等だと言う意識が無い、あとは、自分

たちがみっともないって意識薄い…皆やって

る…そう言うのを無くさないとダメなんだと

思ってます。 
 
○監視カメラの増設。 

 

○安心して伝えられる相手(否定したり、責

めたり、多言しない、大事にしない)に、伝

えやすい方法で伝える(対面、文字、電話な

ど)。 
 
○対面だと恥ずかしいのでメールなどで相談

出来たら嬉しいです。その場合「貴女にも非

があった」などと否定せずに聴いてくれるだ

けで良いです。 

 

○学校にも企業にも、カウンセラーさんがい

らっしゃったら、こんな時にも相談にのって

下さったり、親身になってお話を聴いたりし

て下さったりするのかな…と思います。 
 
○費用を気にせずに依頼できる弁護士による

警察への被害届提出による刑事事件化。逆恨

みや報復を避けられる真の意味での被害者保

護。被害者の治療費を被害者自身が支払う現

状はしんどすぎて死にたくなる。 
 
○身近にある日常という認識が、あきらめに

繋がると思うので、痴漢は日本の恥で、卑劣

で卑怯な重い犯罪であるという意識を強くも

って、立ち向かってやるという気持ちが大切

なので、それを呼びかけて欲しい。電車内の

『痴漢は犯罪です』のアナウンスは良い例だ

と思います。 

 

○学校や会社、自治体、鉄道やバスなどにそ

れぞれ対策室があれば相談した。その機関が

窓口で警察と法的機関が対応し、しっかり捌

く環境があれば。 

 

○学校から生徒に「痴漢に遭ったら報告して

ほしい」等の呼びかけをしてほしい。（かつ

学校から鉄道会社に対策強化を求めてほし

い）。 
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○電話やネットでの相談窓口があると良いと

思う。 
 
○その時の私はそれを性被害だとは思ってな

かった。 

私の隙があったからいけないんだと思ってい

たので、どんな支援があっても話せないと思

う。 
 
○変質者の出没エリアをシェアできたら、避

けます。 
 
○痴漢を許さないという周りの態度。通報し

たときに、まわりや警察官が被害者に対して

二次加害をしないような教育。 

 

○痴漢防止月間などのキャンペーン、痴漢撲

滅バッヂの掲示（赤い羽みたいなの）、誰か

が付き添ってくれるサービス。 
 
○ホットラインや駅などにすぐ駆け込める施

設があるといい（女性の担当者が常勤してい

るような場所を想定してます）。 
 
○痴漢専門の警察。 
 
○警察や鉄道職員が真剣に取り合ってくれる

環境、二次加害的発言をされない環境。 
 
○駅構内にカメラをつけて確実に証拠を残し

てほしい。 
 
○各駅に相談窓口（女性が対応）があればい

いと思う。電車内にカメラ設置。 

 

○どんなことをされると痴漢のような指標が

あると声を上げやすいとおもう。 
 
○被害者に隙があるから等、被害者に落ち度

があるような声が無くなれば良い。 
 
○高校生だったので保健の先生や女性の先生

で相談できる人が身近にいればよかった。 
 
○いつでも頼れる支援の窓口（電話などなら

女性の方が出ることが確約されているもの） 
 
○加害者への捜査、厳しい罰則、駅構内で被

害専用の受付窓口があれば言いやすい(通常

窓口には他の人もいて言いにくい)。 
 
○被害にあったことを否定しないでほしい。 

○学内カウンセリングや、社外メンタルヘル

ス相談など。 
 
○被害に合う前から、被害者は悪くない事を

知っていたら良かったと思う。 
 
○被害者の立場に立って理解し、解決策を一

緒に考えてくれる支援。 
 
○まず被害を受けたら届けるのがあたりま

え、ということを教えてほしかった。警察等

に専用の窓口があり、女性が待機してくれて

いると話せると思う。 
 
○痴漢を知らなかったので、幼児の頃から男

女ともそういう危険があること、そのときど

う対処するかということを知る機会があると

いい。 
 
○話した後しっかり守ってくれたり、対策を

してくれるような機関。 
 
○警察に即通報。加害者に厳罰。 

 

○こういった被害は特別でもなんでもなくて

常日頃本当にある事だと世の中に特に男性に

わかってもらって加害者が一方的に悪いこと

なのだと周知徹底されてほしい。 

痴漢は犯罪であり被害に遭うのは恥ずかしい

事ではないということを子供の頃から知りた

かった。 

 

○今だったら、ネットや電話で無料のホット

ラインがあればいいやすいと思います。子供

はアクセスできない子も出てくるので、学校

や児童館など子供が集まる場以外（絶対他の

子に聞かれたくない話なので）で何かいい場

所があればと思います。 
 
○まず、時間を置かずに被害について安心し

て話せる相手と場所があればと思う。 

 

○人権教育をちゃんと受けた大人が定期的に

巡回してくれる車とか交番など連携してくれ

る組織があると良い。 

 

○被害に遭った後のケアも必要ですが、被害

に遭っている最中に声をあげたら必ず助けて

くれる、味方になってくれるシステムがあれ

ば良いと思います。 
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○電車での被害も多いので、アナウンスをも

っとしてほしい。痴漢 NO バッヂをご存知で

すか？それを付けたら被害が減った人が多数

のようです。痴漢は相手が喜んでいると心か

ら勘違いしてる人が多いようなのでそれをも

っとアナウンスしてほしい。 
 
○LINE などすぐに相談ができるものがいい

と思う。文字だと電話で言葉として発生する

よりもトラウマが甦らず冷静に考えられる部

分もあると思うので。 

 

○痴漢は犯罪だという社会的認識を徹底して

浸透させる事。駅のポスターや駅のトイレな

どに被害相談窓口の QR コードなど。 
 
○体液をかけられた、という被害を受けた明

確な証拠があったので話せたが、そうでなけ

れば警察や駅員には話せなかったと思う。 

電車と連携した匿名通報アプリがあれば、被

害を受けたことを発信することはできるかも

しれない。(被害を申告すると乗っている電

車内にアナウンスが入る、次の駅で改札が待

機している、など)。 
 
○性犯罪の加害者が多い事をもっと世の中に

周知させ、被害者となることが多い女性は守

られる側であることを認知されたい。 

 

○女の人の警護サービスを無料で。防犯カメ

ラがあっても被害者に映像を見せないし、警

察も大したことないとほったらかしてみない

から意味がない。 

 

○親や学校からそういった被害を受ける可能

性があること、そういったときの対処法を聞

いていれば行動できたかもしれない。 

 

○支援というか、まず痴漢にあった人にも悪

いところがある、ではなく、とにかく痴漢行

為をする人が悪いということが広まってくれ

れば、自分は悪くないんだ、被害者なんだと

声をあげやすくなると思う。 

 

○痴漢は犯罪だということを共通認識として

広める。 

 

○その地域、場所の警備の強化。 

 

○社会のムード。被害者は何も悪くないとい

うムード作りがもっと活発になってほしい。 

○職場とは別の、独立機関のような相談セン

ター。そこを通して、職場にも通達をしてく

れるようなところ。 
 
○自分からつらい過去を話さずとも性被害を

する人間を社会が絶対に許さないという世界

になればそれだけ救われる。 
 
○痴漢は犯罪であること、性犯罪は冗談では

なく悪であることが社会全体の常識になれ

ば。被害者側が悪い、落ち度があると言われ

る空気では言い出せない。 

痴漢やレイプもののコンテンツで興奮するの

は異常だという風潮になってほしい。 

 

○SNS を活用して、相談窓口を作って欲しい

と思います。匿名で話を聞いてあげて、メン

タルが辛い方には医療機関を紹介してあげて

ください。 
 
○駅に「痴漢を許さない、痴漢されたり見た

りしたら○○へ」などのポスターがあると心強

い。 

相談できる女性警察官がいると良い。 

 

○専用の電話、専門機関の SNS など匿名でも

いつでもどこでも相談できる手段を整えて欲

しい。 
 
○駅などは、女性の駅員が常駐していてほし

い。 
 
○被害を報告するアプリ、電車内、駅構内に

ポスターを貼って欲しい。「被害者は悪くな

い、見かけたら助け合おう」など書いてほし

い。被害に遭う人に注意喚起するのではなく

加害者に向けてのポスターや撲滅運動をして

ほしい。 
 
○駅のホームに女性の警備員や相談員がい

る。 
 
○こういうことが起きたら犯罪被害者である

という具体例を日頃から園や学校で教えられ

ていること。 
 
○痴漢被害ダイヤルみたいなものがあれば対

策とか相談できるかな。 

 

○被害にあったことを軽んじず、犯罪として

扱ってくれること。 
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○今この時点で、痴漢にあうのは圧倒的に相

手が悪いと思えないような風潮。なので、安

心して共感してくれる相手の存在。まずはそ

こから。Twitter はミソジニーに溢れていて

労多くして益なし。 

 

○わからない。 

 

○痴漢が発生するたびに新聞やテレビで大々

的に犯人の顔と名前を報道してほしい。冤罪

は圧倒的に少ないことや、冤罪がー！と叫ぶ

人の悪質性を国や自治体、鉄道会社から発信

して欲しい。悪いのは痴漢する側だとメッセ

ージでも行動でも示してほしい。 

 

○女性専用車両を増やしてほしい。大阪メト

ロに以前聞いたら増やす気がないと言われ

た。女性の警察官を増やしてほしい。 

 

○被害者を叱らない・責めない専門的支援者

がいれば。 

 

○匿名で、無料で話せる電話があれば話せる

のではと思います。 

 

○ネットのほうが言いやすいかなと思いま

す。被害状況をただ報告するだけのサイトが

あってもいいのかなと。 
 
○社会全体が、性加害を許さない雰囲気。 
 
○「声を上げて」とよく言われるが、被害に

遭っているときに声を上げられる勇気のある

人は殆どいないと思う。周りが気がついてく

れて助けてほしい。痴漢 SOS ブザーのような

ものがあれば良いなとも思う。その場で声を

上げられなくても自分を弱虫だと恥じなくて

良いという声があってほしい。 

 

○そもそも痴漢が人権侵害だと子供の頃から

教えてほしい。大人になってから、あれは怒

ってよかったんだと気づいた。 

 

○話を共有できるオンラインサロンなど。 
 
○学校に専門の知識を持ったカウンセラーや

支援員が居て周知されている状況。 
 
○警察が親身に痴漢の訴えに対処してくれる

という信頼。 

○支援ではないかもしれないけど、とにかく

周りが性犯罪を許さない姿勢を示す。変態や

痴漢をお笑いネタにしない。 

 

○今みたいに SNS があれば誰かに話せたか

も。 
 
○電車内から警察に通報すると駆けつけても

らえるアプリがイギリスなどにはあると聞い

た。日本でも迅速に対応してもらいたい。 

 

○警察や駅で一緒に付き添ってくれる人がい

るといい。 
 
○警備強化、犯人逮捕など未来が良くなるこ

と。 
 
○24 時間無料で匿名、電話以外ですぐ相談

できる窓口がほしい。男性にもハラスメント

に対する認識や発見した時のフォロー方法を

学んでほしい。 
 
○痴漢を捕まえてください。捕まえてくれる

なら協力しようと思えます。 

 

○当時は、話を聴いてくれるだけでも良かっ

たかもしれない。 

 

○被害に遭ってから、具体的にどう行動すれ

ばいいか、誰に報告すればいいかを事前に知

っておけるような支援。常々、駅に掲示され

ていたらいいのにと思っている。（目撃した

らどうすればいいか等も） 

 

○駅構内・電車内の被害においては(駅員さ

んは常に忙しそうなので)別途申告できる保

安員のような方がいるといいと思います。 

また、男性の大多数には被害の恐怖感が伝わ

らないため、できれば女性が望ましいです。 

 

○社会や企業（鉄道会社など、女性への加害

が多く発生するところを管轄する組織）が、

まずは加害者への毅然とした対応を示すこと

が、伝えやすさに繋がるような気がしていま

す。自分の被害を駅係員や警察に軽く扱われ

ると、被害者に話しても無駄だという諦めの

気持ちが出てきて今までと同じになってしま

うと思います。 

 

○痴漢は犯罪だと小さい頃から理解させる。 
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○親世代は痴漢を犯罪とも思っていないのか

軽く受け止めており、大人に訴えても特に何

か対策をしてくれるわけでもなければ犯人も

野放しだった もっと痴漢は犯罪であるとい

う認識が広まり痴漢への対策や罰則が厳しく

なれば良いと思う。 
 
○警察が、被害者の若い女性に対して、被害

届の受理を渋ったりせず、性犯罪被害者に対

する正しい対応を取る体制が望ましい。 

 

○周りが自分を批判せず加害者を捕まえてく

れたら。 
 
○学校の授業などで、痴漢にあったときの具

体的な対処法を教えてくれたら話しやすいと

思った。 
 
○簡潔に、現場を見ていた人の時間が取られ

ない聴取など、何らかのシステムが確立され

てほしい。 
 
○加害者を社会復帰できないようにして欲し

い。 
 
○痴漢は許されない重大な犯罪であることを

社会全体が認識し、絶対に許さないという態

度を社会全体・鉄道会社・警察などが取って

対策も講じていれば、助けを求めようと思え

るかもしれない。 

 

○傾聴とかでなく、まず被害にあった人への

誹謗中傷やセカンドレイプを許さない社会の

共通認識の形成、公共交通機関の痴漢行為へ

の断固たる態度、痴漢に限らず性被害に関わ

る警察の捜査における尊厳をまもる言動、あ

るいは受診・警察や駅員への届け出時の付き

添い等。 自分が被害にあったことを公にし

ても辱められることのない基盤づくり。 
 
○痴漢、性犯罪者を許さないという社会、大

人たちの雰囲気、行動。 
 
○先生や親が聞く、学校でアンケートをとる

など。 
 
○カウンセリングではなく、実際に処罰につ

ながる方法が有れば話してみようと思う。 

 

○ひとまずは匿名でメールフォームや電話で

訴えることができるところがあるといい。 

支援に安心を覚えたら具体的に相談できると

よい。 

そもそもハラスメントや痴漢が減ることに力

を入れてほしい。 

 

○助けを求める具体的な方法を知っている。

（対処法）誰に相談したら良いか知ってい

る。 

 

○小学校低学年の頃は、胸を触られる行為が

「嫌だ」と思ってもそれが「被害」であると

認識できない。どんな小さなことでも「され

て嫌なこと」を相談できる場所、できればセ

ラピーのような会があれば良いのではない

か、と今思う。 

 すれ違いざまにされたどんなに小さな嫌な

事でも、積み重なれば人間不信に繋がる。路

上で受けるハラスメント（ストリートハラス

メント）について周知されてほしい。 

 今、こうしてメールフォームを開設し調査

が行われていることも、個人としては希望に

感じる。具体的な状況を思い出して記してい

ると、嫌だなと思っていることを”誰か”に伝

えることもできず、すれ違いざま受ける嫌な

事に傷ついてきたんだな。と改めて思った。 
 
○小学生でも痴漢被害にあうこと、そういう

ときどうしたらいいのか、教えてほしかっ

た。 
 
○クローズドな空間よりオープンな空間を作

ってくれるところ。 
 
○寝ていても痴漢は痴漢。寝ていれば（寝た

ふりをしていれば）女性の体に触っても良い

（無罪）と思っている人がいるので、寝てい

ようが酔っていようか痴漢は痴漢で犯罪だと

周知させてほしい。 

 

○ちゃんと何か対応してくれる、理解してく

れる人がいて、具体的に何かアクションがあ

ると嬉しいです。 
 
○匿名での相談。 
 
○加害を抑止するためのシステムと、適切な

通報先のアナウンス。 
 
○すぐに通報や駅員に知らせるシステム、ブ

ザーなどがあると良い。 
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○男性が、加害を加える男性に対して「痴漢

を許さない、見逃さない」というアクション

をして欲しい。もし加害の場面に遭遇した

ら、女性の知り合いのふりをする等して女性

を助けて欲しい。女性だけが自衛しろと強制

されるのはおかしい。 

支援も大事だが、義務教育の中で性教育を徹

底して欲しい。プライベートゾーンや女性の

NO は NO であること、性同意、避妊、生

理、妊娠、堕胎について。妊娠させた男性が

一切罪に問われず、やむなく出産し赤ちゃん

を放置、または殺害した女性のみが逮捕され

罰を受けるのはおかしい。 

 

○防犯カメラの映像、証拠。 
 
○まずはすぐに報告ができる場所。ネットで

の通報でも良いので、証拠として記録する。

被害に遭った人が悪いと思われる風潮をなく

す。 

 

○LINE 等のチャットで気軽に相談できるシ

ステムがあると良いのではと思います。 
 
○警察にもっと気軽に相談できるようになる

といいと思う。 

被害者がさらに傷つかないよう、被害者に寄

り添った捜査をしてほしい。 

そしてなによりも大切なことは小さい頃から

の性教育で、特に男性への性教育を徹底する

べきだと思う。女性の体は物ではないこと、

女性自身ももっと自分を大切にしていいこと

を小学校くらいから学校で学ぶ機会を作って

ほしい。 

 

○セカンドレイプされない保証がないから相

談するのを躊躇う。 

 

○監視カメラや乗物内に防犯ブザー。 
 
○根本的に許さないでほしい。性暴力を許さ

ない支援がほしい。徹底的に社会から追放し

てほしい。「大した事ない」と言われるのが

怖くて誰も言い出せないからもっとおおごと

にして波風立ててほしい。 

 

○秘密厳守できるスクールカウンセラーや役

所の相談室。 

 

○駅の構内に女性の係員を置いてほしい。男

性係員に状況説明をするのは非常に抵抗があ

ります。 
 
○お尻くらいと思ったりしてましたが今思う

と警察に行けばよかったと思います。 

その時は対処が分かりませんでした。小さい

頃からの教育も必要かと思います。 

 

○鉄道会社や警察が痴漢の被害者に対して相

談しやすい雰囲気や環境をもっと積極的に作

って発信してくれたらとおもいます。 

 

○あの男たちを全員犯罪者として裁いてもら

えると心から信じられるなら、全部警察に行

ったと思う。あと自分で制裁できる腕力があ

ったら全員私が直接殴ってる。 

 

○被害を訴えたときに一緒に痴漢を捕まえた

り、声をかけたりして同じ立場に立ってくれ

る。 
 
○匿名性が守られ親などに話が伝わらない相

談室。 
 
○駅に窓口があると伝えてみようと思う。 
 
○低年齢からの性教育。 
 
○周りの大人が助ける。 
 
○仮に通報したとしても注意などで終わるな

ら相手も逆上したりする可能性もあるのでき

ちんと刑罰を受けて欲しい。電車内に防犯カ

メラをつけて欲しい。 
 
○性被害は犯罪だと男性側に伝えて、ちゃん

と罰せられる社会体制になってほしい。支援

も確かに大事ですが、実績として逮捕が増え

る事で被害者もちゃんと通報する認識が上が

り、周りも被害者への二次被害を出さなくな

ると思いました。仕方ないことですが男性が

未だに被害を意識できていないので、深刻な

犯罪だと気付いてもらえると、被害時にも助

けてくれるようになると思いました。 

 

○駅構内や電車内の動画でアルテイシア氏の

動画が流れていたら。痴漢は女性だけでなく

冤罪に巻き込まれかねない善良な男性の敵で

もあると社会認知が変われば。 
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○男性の中に、女性はそういったことをされ

ると嬉しいのだという間違った考え方をなく

してもらう支援。女性がわかってくれても男

性が多い職場では負けてしまうため。 
 
○わからない。 
 
○被害だと自覚できず、自分を責めて話せな

かった。まず本人が被害だと自覚することを

広報して欲しい。 
 
○体験談を否定したり、軽んじたりしないで

聞いてくれる環境なら、伝えてみようと思い

ます。 

 

○匿名で無料の相談とか？ 

 

○なかなかハードルが高く弁護士さんに相談

したかったが出来なかったのでそういう方か

ら通告などして貰えたら直ぐに伝えたいで

す。 
 
○匿名で話を聞いてくれる場。 

 

○痴漢被害を訴えた時に、訴えた側が不利に

ならない（事情聴取で長時間拘束されない、

「思い上がりだ」といった偏見の目を向けら

れない、声を上げた時に周りの人間が味方に

なってくれると思える，など）環境が必要だ

と思います。 

 

○どうすればいいかわからないので、せめて

交番の人には（犯人の顔とか覚えていたの

で）もっとしっかり対応してほしかった。 

 

○ふらっと立ち寄れるセラピー。 
 
○子供でも簡単にアクセスできる窓口を学校

が常にインフォメーションする。 
 
○まず大前提として、セカンドレイプや二次

被害を受けないなど、心理的安全性が保たれ

ている環境が必要だと思う。 

 

○同性の駅員さんだと言いやすいかもしれな

い。車内アナウンスで被害の相談先なども定

期的に放送して欲しい。 

 

○スマホで（このアンケートのように）地域

別などで被害を入力できたらいいのでは。 

一度、露出被害を交番に話しに行ったら私の

前の人の話が長く（その人も性被害のようだ

った）、やっと私が話せたと思ったら警察官

の第一声が「そこだと管轄外ですねー」だっ

た。「でもお伝えしますので」と言われた

が、なら管轄外なんて言わなくていいので

は？ 

 

○駅のアナウンスで痴漢被害は気軽に伝えて

と言っていたら実際に遭った時に伝えやすい

と思った。 

 

○「隙がある」「露出が多い服でも着ていた

んじゃないか」「不用意に優しくして勘違い

させるからだ」といまだに被害者が悪く言わ

れることが多い。「どんなことがあろうと、

性犯罪に及ぶ方が 100％悪い」という考えが

一般的にならないと難しいと思う。 

 

○匿名で、個人が特定されないような環境が

あれば発信しやすいかなと思います。 

 

○スマホで相談できる窓口。相談数や検挙

数・取り組み内容などを定期的に発信してく

れていると、頼りにしてみようと思える。 
 
○今の時代ならＳＮＳなどで相談できる先が

あればいいと思います。あと社会の風潮がも

っと性加害に対して厳しいものになって欲し

い。 

 

○なぜ用心しなかったのか、あなたに気の緩

みがあったのではなどの言い方をしない前提

の体制を作っておいて欲しい。あとすぐに相

談出来る窓口の周知を徹底してほしい。被害

者は心に余裕がない状態なので相談窓口まで

のアクセスは近い方がいい。 

 

○絶対に疑われず責められない状態で話を聞

いてほしい。 

友人にセカンドレイプを受けてから、もうこ

れ以上疑われたり責められたりしたら耐えら

れないと思い、警察に通報するのをやめてし

まった。 
 
○具体的な取り組みが見える場合。 

 

○プライバシーを守った上で、まず話を聞き

心を軽くしてくれる専門機関。 
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○話を聞くだけだなく対応してくれる信頼感

のある場所。 
 
○気軽に話せて、自分がどうしたいか、自分

がどう感じているのかを聞けて気持ちが整理

出来る。また、ケアの仕方や加害者への対応

など教えて欲しい。 
 
○目の前にいる相手が信頼に足る人物(団体)

である、場所、など複数の確実な安全を確信

できれば。良くなる、ならないはもちろんな

れば一番だけど、その前にこの心の傷をどう

にかしてほしい。良くなるとか考えられるの

は傷の癒えた後で。 
 
○犯人がきちんと裁かれると思えたら通報し

ます。 
 
○防犯カメラの設置、駅員・警備員等の乗

車。 
 
○警察の聞き取りが何時間もかかり疲弊し

た。それで今後は通報しないようにしようと

思った。もっとスムーズに終わらせてもらう

か日を改めるとかしてほしい。 
 
○被害から時間が経って、あらためて被害者

がきちんと守られるために、加害者について

しっかり分析されることが大切だと思うよう

になりました。加害者の性質を良く知って、

被害が起きたのは被害者のせいではないと正

しく見てくれる相手がいれば、被害者は「性

そのもの」や「男性」「性欲」など漠然とし

たものを恐れずに、加害者の問題を呪いのよ

うに引き受ける必要も無く、PTSD を抱え込

まずに生きていけるかもしれません。 

 

○話を聞いてくれて、被害を受けた側を非難

しない支援が欲しかった。 
 
○早い段階的性教育やセカンドレイプについ

て学ぶ機会が学校などであれば、誰かに相談

しやすくなると思う。 
 
○飲食店や個人経営の店などの相談窓口がな

く、荒々しい人が多い業界やハラスメントが

起きやすい場所で働く人に特化した相談場所

があったらいいと思います。 

 

○警察がもっと痴漢被害の実情を正しく理解

してほしい。よくあること、しょうがないこ

とのような受け身な態度を感じる。 
 
○「痴漢」などという言葉を使わず、暴力と

して確実に裁く司法の充実。性暴力が世の中

に溢れかえるほど日常にあることをまともな

男性に知ってもらい監視する社会。 
 
○小学生の私にそんな支援は届かない。で

も、私のような人間をなくすためにも痴漢や

レイプの被害者には絶対に支援をしてほしい

ので、そういう情報が Twitter などで目につ

くところに流れることを望む。メンタルの相

談ができる施設が必要。加害者への厳罰が必

要。男子生徒への性教育に AV は作り物で犯

罪行為だということを教えないと、快楽が犯

罪行為でしか得られない男性を育ててしま

う。 
 
○通報しやすい制度。 

 

○セカンドレイプする人たち、「自己責任

だ！」と悪い事をしてない被害者を責める人

に向かって良くない行為だと強く啓蒙する空

気があれば言いやすいように思う。 
 
○痴漢は犯罪で許さないという教育や支援が

あれば、抱え込まずに済むと思います。 

 

○色んな家庭事情があると思うので学校教育

として性教育＝人権教育をしてくれていたら

おかしいことをおかしい！と思えたり、いや

だ！No！を練習していれば被害にあった時に

言えたのかな…と思いました。 
 
○社会の性暴力に対する厳しい目(刑法の厳

罰化、警察が必ず真剣に捜査すること、電車

への監視カメラ設置)。欲しいのは癒しでは

なく処罰です。 

 

○車内の防犯カメラで証拠を押さえて絶対に

犯人を捕まえて罰を与えてくれるのであれ

ば。 
 
○周囲の助け、関心。 
 
○匿名で（特定されずに）通報したい。 

 

○否定が最悪。取り敢えずあったことを聞

け。 
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○当たり前にそれが被害であることをもっと

周りの人が言ってくれてたら言いやすかった

です。 
 
○被害者がどんな服装をしていようとどんな

状況であろうと、痴漢はやった奴が 100%悪

い。被害者にも何らかの落ち度があるという

ことなど絶対にない、ということが世の中に

撤退的に周知されること。 

 

○警戒を怠ったのを失敗だとは思いました

が、自分は悪くない確信があったので怒りを

もって対応できました。もし被害者を責める

タイプの人が身近にいたら黙っていたかもし

れません。性犯罪で悪いのは加害者であって

被害者に落ち度はないと、学校や家庭で繰り

返し教えておく必要があると思います。 

 

○痴漢はおかしな人間からの加害で犯罪であ

ると義務教育で男女不問で「一般的な大人の

社会」のコモンセンスだと教えてほしい。ま

た「加害者はなんらかの疾患を抱えている」

と言うような医学的見知に基づく見解を一般

化してほしい。現在は「被害者が一方的に罪

悪感を抱えざるを得ない状況」がある。所謂

「隙があるから」「ふしだらな服装をしてい

るから」「夜道を一人で歩くから（遊び歩い

ているから）」等、個人に責任を還元して蓋

をしている…クローズドな状態。この構造で

は、被害者救済・被害発生防止策は取る必要

もないものと見做される。加害者支援も同じ

く放置となる。加害をオープンにし議論すべ

き問題であると常に定義してほしいのだ。 

 

○被害を否定したり自衛をしろと諭そうとし

ないで欲しい。 
 
○自分だけが被害に遭った訳じゃないことが

わかり、かつ、自分に落ち度があった訳でも

ないことを理解してもらえる相手がいるな

ら、相談出来る気がします。 
 
○今の時代だと、SNS 感覚で出来事を報告で

きるものがあってもいいかと。可能であれ

ば、その投稿についてのフォロー、専門的な

対人支援が必要かどうか希望を聞いたり、な

ど…。 
 
○被害にあったとき言葉をかけてもらえると

一人で立ち向かわなくていいと思えます。 

○街中や駅の構内に気軽に駆け込める場所が

欲しい。一度駅員に言ってみたことがあるが

迷惑そうな顔をされた。交番には誰もいない

ことも多い。男性には被害を話しづらいので

女性の方がいてくれると安心する。 

 

○被害にあったときへの相談窓口、そこへの

アクセスの仕方の周知徹底。性被害に出くわ

した時の対処法の周知徹底。 
 
○分からない。 
 
○アプリなどで、被害を瞬時に通報できる仕

組みがあれば、逮捕率が上がるかと思いま

す。すぐに逮捕に至らなくても、痴漢は常習

犯が多いと思うので、被害状況や犯人の特徴

などのデータを蓄積できるような仕組みがあ

って、被害届も気軽に出しやすくなれば今よ

りマシな状況になる気がします。あとは警察

の意識が変わって、面倒くさがらなくなれば

いいと思います。また一般の人々の性犯罪に

対する意識も、諦めではなく、人々が性犯罪

に目を光らせるようになったり、困っている

人を助ける意識がもっと必要かと思います。 
 
○SNS で被害者の気持ちに寄り添ってくれる

支援が欲しいです。 
 
○ラインなどで手軽に話を聞いてもらえる窓

口。 
 
○被害を軽視したり、被害者の落ち度を探し

て批判しない教育の徹底。また、被害を訴え

たときに、ストレス反応として出る涙への理

解。女はすぐに泣いて大袈裟だというような

態度や無理解があると話そうと思えない。 

また、性的被害では実際に被害状況を実演さ

せられると聞いたが、こんな二次加害もない

と思う。そうした人権無視の捜査手法に対す

る改革も必要。 
 
○電車内で起きていた状況を録画していたら

被害者の証明負担は減るなと思います。ま

た、そのくらいで騒がなくても、というよう

なリアクションを警察や駅員、周りの人から

受ける時に、そばで絶対に味方になってくれ

る人がいてくれたら心強いと思います。 
 
○親に言うと怒られる、みたいなこともある

ようですので、まずは肉親など身近な人のご

理解と心のケアが必要だと思います。 
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○喋るより、LINE やアンケートなどの方が

伝えられるのではないかと思う。 
 
○泣き寝入りをさせない支援。 

例えば、通報して事情聴取に応じる時間がな

く泣き寝入りする被害者や、目撃者は多いと

思います。 

通報した際に被害者も不利になるような要因

（自己責任扱いでの遅刻や欠席の扱い、長時

間の拘束など）を取り除いてほしい。 
 
○男性議員の方々から、女性に連帯を示して

ほしいです。現状は、問題提起する人が馬鹿

にされたり、被害者が二次被害を受けたりし

ています。特に男性が「女が騒ぎすぎ」「表

現の自由を脅かすフェミニストは有害」とい

った認識を持っているケースが多いと思いま

す。「ノットオールメン論法」ではなく、加

害者を許さないと、自分達は違うんだ、一緒

にするなと、発言してほしいです。男性への

性被害も告発しやすくなってほしい。そうし

て、男性 vs 女性ではなく、性犯罪 vs 私た

ち、という対立にシフトしていきたいです。 

 

○責任あるぶしょで、メモで書き込んだら受

け入れてくれたらと、今は思う。 
 
○ただ被害を匿名で書いてすてておけるとこ

ろ(コメントもいらない)。 
 
○話しても被害者に更に追い打ちをかけるよ

うな人が少なくないので、性犯罪についての

しっかりした知識がある方、良識のある方へ

の相談の仕組みがあるといいです。 
 
○女性のトイレに身体男性が近寄れないよう

にしてください。また、そういった意見を差

別とみなさないでください。こうした不安を

理解できない人には相談できません。 
 
○性被害を軽いものとして扱わず、重大な犯

罪としてしっかり加害者を罰することが必

要。被害者にも落ち度があったというような

二次加害などもされない社会的な空気作り。 

 

○痴漢防止ポスターは被害者への啓蒙ではな

く加害者に対して絶対許さないという意思表

示を打ち出してほしい。 

 

○生理用品のパッケージに DV プラスや性暴

力ワンストップ支援センターの相談先を多言

語で QR 付きでプリントして欲しいと各企

業、男女共同参画、女性支援団体に何度も伝

えています。平時だけでなく、災害や困窮で

支援物質として受け取る場合にも大きな意味

があるからです。 

そして、電車内の電光掲示板にも、こんな時

は気軽に相談してねと具体例を挙げ、相談窓

口を多言語で表示して欲しいです。 

毎年女性への暴力根絶とパープルライトアッ

プが開催されますが、そこら中を紫にしても

支援者の自己満足でしかなく、何の効力もあ

りません。 

せめて期間中は各党議員、男女共同参画や福

祉職員は街頭に立ち、夜回りをし、相談先を

記載したプリントを配り、もちろんその場で

相談を受けるという具体的な行動を起こすべ

きです。これも男女共同参画に意見を伝えて

います。 

そして、全国自治体が無料配布している広報

紙を、配る価値のある中身に変えるべきと

も、もう再々大阪府、市、区に伝えていま

す。 

DV プラスやワンストップ支援センター、よ

りそいホットライン、いのちの電話、全国被

害者支援ネットワーク、ドーンセンターやク

レオ大阪の相談窓口、他府県ならばその地域

にある相談窓口、その自治体の全市議の連絡

先を明記して下さい。 

相談窓口一覧の書かれたカードやポスターを

作れれば良いですが、その予算が無い事をや

らない言い訳にさせず、既にある広報紙を徹

底的に利用すれば良いだけです。 

TV 新聞、ネット環境がなくても、例え家が

なくても、国民に必要な情報を伝えるために

広報紙があり、駅や公共施設にも設置されて

いるので。 

24 時間のファミレスやコンビニ、マクドナ

ルドやゲームセンター、ネットカフェ、洋服

や女性下着の試着室、10 代をターゲットに

したファッションビル、フードコートなど民

間企業に協力を依頼して広報紙を置いてもら

い、可能ならステッカーを作って貼らせても

らい相談先を目にする機会を増やす事です。

もちろん広報紙トップページの 1 番目立つ場

所に「困った時の相談先が乗っています」と

明記する必要があります。 

そういう積み重ねで、誰かに相談する事は当

たり前で、その為の社会資源だという事を子

どもの頃から擦り込まなければ相談など出来

ませんし、したところで相談を受ける側に知
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識とスキルがなく、何の役にも立たないどこ

ろか有害でしかない所、山ほどあります。 

上記の数点、全国で是非働きかけてくださ

い。 
 
○相談ダイヤル、警察署の理解ある対応、現

状のひどさの周知。 
 
○皆が守ってくれる。という目。 
 
○痴漢が犯罪だと明確に教えられることが大

切だと思います。親や学校が、痴漢は重大な

犯罪で、された側は被害者だと認識すること

だと思います。 
 
○痴漢などの被害を報告すると、Twitter な

ど SNS でこの時間、この路線、で痴漢ありと

情報発信があれば、報告しようと思うかもし

れない。 
 
○男性が加害者になることが多いが、ほとん

どの男性は加害者ではないはず。その人たち

の理解が深まり、味方になってくれるような

支援、教育があるといい。 

 

○オンラインの赤の他人とのセラピーはよか

ったです。 

 

○無能な警察を減らす。 
 
○小学校や中学校（または子どもでもアクセ

スができる公民館など）で被害を相談をしに

行けるスペースの設置。 
 
○具体的にどこに話をするべきかの通報先が

あればいい。 
 
○性暴力に遭った後の支援もありがたいので

すが、そもそも性暴力がなくなるように環境

を変えていただきたいです。 

 

○一緒に怒る等受け止めてくれる、被害者を

責めない。 

 

○全ての人間がチカンに会うのは普通でな

い、という認識であること。 
 
○先生たちもたまにあることとしか捉えてな

いように感じ、学生時代は女子校に通ってい

たが、学校に言ってもしょうがないみたいな

空気があった。 

きちんと向き合おうとしてくれた人はいるん

だなと姿勢を見ることができたら、信頼を置

いて先生に話せたかもしれないと思った。 

 

○公的機関の専用窓口  同じ店で同じ被害に

遭ったひとがいるはず 証拠か現行犯でない

と警察動けないと言われた。複数の被害が分

かっていれば何か力になるのでは。 
 
○警察が頼りになると確信できること。女性

の性被害は、ちゃんと教育と訓練を積んだ女

性警察官が対応する仕組み。 
 
○性被害は犯人だけが悪いこと、いつでもア

クセスできる支援の場所が周知されること、

被害が軽いなんて誰も言わない世界。 

 

○映画泥棒のような感じで全世代が目にする

テレビ CM で「痴漢は犯罪です。対処、相談

先はこちら」と流して欲しい。幼い子などは

自分が何されたのか理解できない。 
 
○チャットなどで吐き出せる場。 
 
○無料カウンセリングなどからヒアリングし

てもらえると言いやすいかなと思います。 

 

○10〜20 代の若い世代の女性による相談シ

ステム（オバサン世代は男尊女卑に無自覚で

染まっていることが多いため）。相談システ

ムから男性は完全排除。性暴力の厳罰化。警

察・検察関係者、裁判官の男女比を半々に。 

 

○気軽にアクセスでき、安心して話を聞いて

もらえる場。 

 

○すぐ通報できるアプリ、周りが助けてくれ

るという信用、警察がどんな対処をするのか

知れるもの。 
 
○フリーダイヤルのような形で、被害につい

てアドバイスなどはせず、ただ傾聴してもら

えるようなものがあったら助かります。 

あとは、実現不可能かもしれませんが、バス

や電車の痴漢を減らすには、防犯カメラの設

置が肝要なのだと思います。こういった、届

きそうにない声をまとめて、伝えてもらえる

ような機関があったらいいな…ともおもいま

す。 
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○その場で通報できる。警察に行っても二次

被害に合わない。 

 

○本気で犯人を探してくれる。 

 

○このようなアンケートを作って、被害を告

白する場を設けていただいたり、性被害の実

態を掴もうと動いてくれているだけで、心が

楽になります。「加害者が 100%悪い。」と

いう意識が社会の中でまだ薄いと感じていま

す。だから、被害者は声を上げられない。特

に男性は性被害に遭う確率が女性よりは低い

ので、実態について理解していないと感じる

ことがあります。性被害についての教育や、

情報発信をもっともっと強化して欲しいで

す。このアンケートの性被害の種類の多さ

に、感動しました。ありがとうございます。 

 

○女子学生が痴漢被害に遭って、それを成人

男性に説明するのが精神的に辛いと思う。駅

員や警察が、きちんとケア知識のある人が対

応する（女性が望ましい）ようにして、それ

を周知させて欲しい。 
 
○社会全体が性犯罪を許さない空気を作らな

ければ、被害者は話せるようにはならない。

電車では痴漢被害が毎日起こってるのに、毎

日のアナウンスにすら注意喚起がない。日常

化している異常をまず全員が認識できるよう

にしなければならない。 
 
○ちゃんとした性教育があれば、何か被害に

あった場合に、学校なり何なりに話せると思

います。(高校生の時も何度も被害にあいま

したが、何となく自分にも過失がある＆恥ず

かしいと思い、話せませんでした)。 
 
○ちゃんと受け止めてくれる場所(sns でもい

いし、女性警察でもいいし)。 

行政に相談しても、トンチンカンな人もいる

し心ことないことを言う人もいるし意味ない

こともあるから。 
 
○性犯罪の加害者だけが悪く、被害者は悪く

ないという認知を広めてほしいです。 
 
○法的なもとで、すぐに連絡出来るようなシ

ステム。 
 
○このような匿名アンケートに投稿するだけ

でも心の整理ができると思います。 

関西圏の人間ではないのですが。 
 
○「これはセクハラだ、いけないことだ」と

いう認識が無かったので、(たぶん周りの大

人にも無かった)もうちょっとそういう常識

が広まってほしい。 
 
○きちんと捕まえて、裁いてくれる当たり前

の法環境の整備とそれを広める広報。 
 
○匿名で相談できる場所。警察にいかずにネ

ット窓口などで気軽に地域に報告できてなに

かしら対策してくれるなら報告したい。 

 

○周囲の人が助けてくれること。声をかけ

る、被害状況の証言の申し出など。 
 
○話を真剣に聴いてくれる人。被害者に寄り

添い 100％被害者の味方になってくれる人。

二次被害を作らずに解決に当たってくれる

人。（ワンストップセンター） 

 

○似たような体験をした人が安全に話をする

ことができる環境があり、話をすることで痴

漢被害を減らすことに繋がるかもしれないと

感じたので、今回アンケートに答えることに

しました。 
 
○性被害を軽く見る風潮があると思うので、

地道にですが性教育か必要ですね。それがな

いと話せたとしてもそこで終わってしまいま

す。 
 
○笑わないで話を聴いてくれる人がいる場所

があれば。 

 

○被害者が声をあげやすい環境が整っていれ

ばいいのかなとは思いますが、現実的で具体

性のあるものは出てきません。 

いまある女性車両は被害者にとって安心でき

る場なので、無くさないでほしいです。 
 
○電話相談 
 
○今のように不審者情報が共有され、言って

もいい事だと分かれば言えたと思います。 

 

○受験日当日の朝に痴漢被害にあった人が別

の日に再受験の機会を与えてもらえるなら、

迷わず警察に相談出来ると思う。路上や電車

の中で痴漢にあった時にスマホから簡単に被
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害報告が出来て、場所などを他人と共有でき

るシステム。性犯罪者の写真リスト。 
 
○支援でどうにかなるのか分からない。十分

大人になった今でも、個人的に信頼できる人

にしか言えそうにないので。とにかく痴漢が

なくなって欲しいと思います。 

 

○痴漢や露出狂に特化した、気軽に相談でき

る窓口。また、性犯罪を徹底的になくすため

のパトロールも必要だと思う。 
 
○痴漢や盗撮にあったらどう対応すればいい

のかの具体的マニュアル配布。それこそ小学

生から。男児向けにも。もしくは具体的対応

と裁きのポスターも。変質者への抑止にもな

りそう。またそういう変質者がきちんと裁か

れている事を知ること。現状ほぼ野放しだけ

ど。自分は悪くないし被害にあったと気づけ

る環境作り。男児男性も啓蒙と教育。女だけ

の問題にしない事。社会問題です。 
 
○フリーダイヤル 

 

○痴漢を自力で捕まえることはとても難し

い。通報フローのようなものを警察が確立し

て周知して欲しい。 

 

○痴漢なのかな？という疑い程度でも、お話

し聴かせてください。抱え込まないで。とい

う姿勢が見えると、通報、相談しやすいで

す。 
 
○痴漢に大きな罰を与える。全ての交通機関

に男性を分ける、近寄らせないようにする場

所の提供。 
 
○私が SNS で打ち明けたのは「ここなら聞い

てくれそう」と思えたから。性被害があった

時に利用するというのもそうだけど、日頃か

ら「ここなら助けてくれる」といったイメー

ジがあるといいかも？被害にあってから初め

て調べたり検索したりするのは負担が大きく

て、もしかしたらそんな気力もないと言う人

も多いかもしれない。当事者だけでなく、

SNS などでそういった告白があった時に、ま

わりが「こういう支援もあるみたい」と教え

られるよう、日頃から呼びかけて認知度があ

がるといいかもしれないと思った。 

 

○想像つかない。 

○せめて、性犯罪被害に遭った女性が責めら

れないようになってほしい。 

 

○警察とかが「痴漢許しません」とかいうの

を大々的に CM とかでやればいいのかなー。 

 

○まずは性被害にどういうものがあるかを知

ること、被害にあった時は匿名で相談出来る

先を日常的に発信すること。 

 

○被害者が非難されず、キチンと対応してく

れる認識が必要。 

○痴漢やストーカー被害に対する法改正。 
 
○携帯で周りに被害受けてると伝えられるよ

うなアプリあればいいと思います。 
 
○アプリや SNS など気軽に被害を相談するこ

とができる媒体。 
 
○匿名可能、正体隠匿可能な電話相談、窓口

相談など。 
 
○被害は突然なので、すぐに通報出来る仕組

みがあればと思います。 
 
○話を最後までちゃんと聞いてもらえて、解

決する策を考え実行に移してもらえること。 

 

○みんな友達には話しているのではないかと

思う。そうではなく、きちんと犯罪として処

罰できるように法整備し、訴えられる窓口を

整備するべきだ。 

 

○犯罪であり、きちんとアナウンスをしてほ

しいし、もっと世論で取り上げて加害の意識

付けを徹底し、被害者が二次加害を受けない

ような法整備をしてもらいたい。 
 
○痴漢は犯罪という車内放送やポスター。 

 

○警察のように自分の身元を聞くだけ聞い

て、何もないような感じなら、相談したくな

い。大層にならず、言いやすい場なら有り難

い。 
 
○高校でそのような時の相談できるところが

あれば良かったのにと思います。 

当時は電車内の痴漢は多発していたのに、不

運なことで諦めるしかないという風潮だっ

た。ちゃんとその後のフォローをする場があ
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ること、対処の仕方等学んでいたら、わたし

も違う対応ができたと思います。 
 
○痴漢などの性被害は、加害者が 100%悪い

のにも関わらず被害を受けた被害者は声を上

げることができない。実際、私もどこかで被

害を受けた自分に対して恥ずかしい思いがあ

ったのかもしれないなと思います。 

誰もが被害者になりうることとしてこの問題

を捉えてほしい。 

どんな状況だったら伝えられるかは、今の私

にはよく分かりません。 

ですが、初めて今こうして自分がされたこと

についてアンケートに書くことが出来まし

た。 
 
○女性への性暴力を真剣に受け止めてくれる

機関なら相談したいが、身体が男性の人が女

性トイレや風呂などについて不安や疑問を口

にすると差別者とレッテルを貼るような性自

認至上主義を推進しているところには相談し

たくないです。 

 

○支援というと難しいのですが、具体的な事

例を挙げて、こんなことでも被害だと言って

いいんだと思わせてほしい。または、これは

被害なんだ、話したり通報したりする類のも

のなんだと気づかせてほしい。話したとき

に、自分の落ち度を責められないか心配なの

で、その不安を払拭するような体制であって

ほしい。話したあと、行動を起こす必要があ

るものについては、一緒に動いてくれるサポ

ーターがいてくれたら心強い。 

 

○どんなことが痴漢や性被害にあたるのか。

匿名での窓口。『相談』となるとハードルが

高いかもなので、起こったことを伝えるとこ

ろ、とか。 
 
○監視カメラ 

 

○女性の駅員さんがいれば話しやすかったか

も。 
 
○鉄道会社や鉄道警察には「通報してくれて

ありがとう。おかげさまでより安全な車内に

取り組めます」といったメッセージをだして

ほしい。 
 
○痴漢を通報したら、そのあと不利益を受け

ないことの安心感があったらよいと思う。た

とえば受験生には遅刻の救済措置があるこ

と、会社では欠勤扱いではなく通勤中の労災

扱いになること、取り調べや調書作成の時間

は柔軟に運用できるなどがあればよい。そし

てそれを周知してほしい。あとの流れがどう

なるか分かっていたら、通報や相談のハード

ルが下がると思う。 
 
○加害をみかけたら見てみぬふりをしないこ

とや、通報があったら居合わせた人みんなで

助けるといった行動が当たり前になること

で、社会な人間全般への信頼が築けると思

う。 
 
○痴漢とセカンドレイプを許さないことで

す。 

警察に行ってセカンドレイプや不適切な対応

をされたとよく聞くので、警察官への研修で

す。 

駅や電車内に防犯カメラを設置することで

す。 
 
○日本の国自体が痴漢は犯罪だと言う事でな

くよくある事的な風潮がまだある様に感じま

す。 

冤罪ばかりを強調したドラマや報道も多く男

性側に立って被害女性側の立場に立っていな

い。 

海外では許されない事も制服アニメやミニス

カートアニメなどで女性の日常を性的消費に

されているのが日本は恐ろしいなと思いま

す。痴漢は犯罪の徹底。助ける男性も日本は

少ないのでまず男性側の意識を変える事。被

害者は悪くない事を徹底させないと被害者は

相談出来ないと思います。 
 
○自力で立証しなくて良い、バスや電車機関

での情報収集のシステム。時間がなくても、

立証できなくても伝えることは出来る。→

色々な乗客から情報が複数集まれば、警察ざ

たになった場合も、被害者の役に立ちそう。

が、冤罪に繋がる可能性もあるので、それは

どうしたら良いか分からない。 

 

○気軽に相談できる窓口の周知。SNS などで

拡散して周知徹底してほしいです。チャット

や女性相談員が親身に相談にのってくれる環

境があるといいです。 

 

○セカンドレイプをしないでくれる場所。 
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○痴漢被害を受けて心的負担を感じたのは小

学生の時で、大人になって「痴漢よ、かかっ

てこい」くらいの気持ちでいたら、全く痴漢

に合わなくなりました。 

子どもの時は親にも恥ずかしくて言えず、ど

うすればいいかもわからず、１人で電車に乗

るのが嫌でした。通学で電車を利用している

小中高校生などはそんな思いをしている子も

多いと思います。 

痴漢は犯罪です。痴漢にあったら相談をとい

うポスターを電車内にできるだけ多く貼り、

抑止効果を持たすとともに、悩みを吐き出す

ため電話や SNS での支援があればと思いま

す。 
 
○被害後、通報しても犯人を捕まえるのは難

しそうで、説明の恥ずかしさもあり、通報し

ても仕方ないと思ってしまう。通報とは違

う、被害にあった悲しさや怖さを解消する為

の相談場所が、LINE などであると、気持ち

が落ち着いたり、通報や家族に相談するな

ど、しやすくなるかもしれない。 

 

○学校などで、定期的に痴漢などにあってい

ないかなどのアンケートをとるとか、痴漢に

あった時にためらいなくすぐに話せる教員な

りがいることを目に見える形で子ども達に認

識できるようにする。 

 

○話せる勇気が必要だと思うので、直接では

なくてもネットや手紙などで聞いて貰える場

があるといいと思います。 

 

○匿名で相談できるところあればいいと思

う。 

 

○恥ずかしくない、話しても怖くないと思え

る安心できる環境があればいいなと思う。 

 

○気軽に相談できる窓口があるといい。初め

ての時は警察も怖い。でも行ってみて安心で

きたし、行ってよかったと思った。 

 

○学校教育。被害を受けたときの対処法な

ど。 

 

○どうせ言っても仕方がないと諦めなくても

いいようにしてほしい。 

 

○あなたは悪くないと言うことを最初に言っ

てほしい。私も最初は夜遅くに歩いたりミニ

スカートをはいてたことが悪いのかと自分を

せめたから。 
 
○痴漢は刑罰の対象になる犯罪であると明確

にすること。 
 
○よくある「被害に遭ったら教えてね」とい

う発信でなく、このアンケートのように、も

っと積極的に「解決するから被害について教

えてほしい」という姿勢で被害者と向き合っ

てほしい。 
 
○痴漢や性犯罪の罰則を厳しくしてほしい。

性犯罪者は再犯率が高いと言います。それは

悪いと思っていないのか癖なのか、禁固年数

を引き上げる、レイプ犯罪では性器を切り落

とすぐらいの罰を与えてほしいです。2 度と

性犯罪が行えないように。 

被害を受けた側はこれからも怯えながら社会

で生きていくのだから。 

 

○昔は携帯もスマホもなく、その場で通報も

できなかったが、今なら位置情報を通報でき

るアプリなどで連絡したり気軽に相談できる

のかもしれない。 
 
○匿名で痴漢情報をタイムリーに共有できる

ようなものがあれば。警察も連携するよう

な。 

 

○まずは、その被害が犯罪だという教育が必

要。男女とも。 

 

○わかりません。そもそも痴漢が犯罪である

ことを広く知らせ加害者をなくしてくださ

い。 

 

○常に助けを求める。 

 

○駅や各施設、学校などに痴漢報告窓口（ネ

ットでも）があれば、捜査までは希望しない

が報告だけしたい。どれだけ多いか把握しよ

うとする姿勢が欲しい。 
 
○性犯罪者にはデコ入墨刑 

 

○気軽に発信できる電話相談や書き込み。 

 

○アプリやチャットなどでの気軽にできる通

報システム。 
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○話を聞いて、警察に連絡して欲しい。犯人

を捕まえて罰して欲しい。心のフォローをし

て欲しい。 
 
○プライバシーをしっかり守り、被害者の気

持ちに寄り添って対応してもらえる機関があ

ると良い。 
 
○NPO が動いてくれたならと。 

 

○女性の同行者が被害者を守る必要がある。

犯人が釈放した後、半年間は、ストーカー対

策としてパトロールや、定期的に電話でケア

して欲しい。警察で、取り調べがあり、被害

状況を、具体的に、再現する。警察の方は女

性とは限らない。それが嫌でほとんどが泣き

寝入り。犯人の名前など知りたくても、プラ

イバシーの問題で、被害者名を相手にも伝え

ないと教えてもらえないのは、いかがなもの

か？ 
 
○傾聴してくれる支援 

 

○世間の常識は女性を含む全てのマイノリテ

ィにとってしばし非常識です。なので、（性

別を問わず）被害者、サバイバー、まだ被害

に遭われていない人たちを一方的に責めない

意識を持つサポート機関が必要だと思いま

す。 
 
○支援、、わかりませんが、社会的雰囲気の

改善なんだと思います。こういうことがあっ

た、嫌だったと言え、受け止められる環境が

ほしい。 

 

○痴漢被害に遭ったことを呟いたら、あとで

フォローがある SNS。 
 
○被害にあった場合に SNS で素早く気軽に被

害届けが出せるシステム。 

 行政が運営する安心して相談できる相談セ

ンター。 

 痴漢が性犯罪であり深刻な問題だと、多数

の国民に認識され 2 次被害に合わない社会。 

 

○痴漢は犯罪という、社会的な理解があると

いい。男性の方に、そういう行為は恥ずかし

いことだという意識がない。我慢できないの

は大人として異常だと思うが？ 

 

○痴漢はされる方も悪いなどという風潮がな

くなること。 
 
○通報が簡単、時間が取られない、加害者の

写真などで通報できる等。 
 
○被害者の交流の場があれば言えたかもしれ

ない。 
 
○痴漢やハラスメント被害にあったら報告す

る機関があって、そこが統計をとったり調査

して、パトロールしてくれるといいな。加害

者はだいたい常習犯で同じことを繰り返して

ると思うので。 
 
○当時は自分に何が起こっているのかがわか

っていなかった。まだまだではあるが、いか

に女性が当たり前のように性の被害に遭って

いるかを、自分も含めてやっと周りに言える

時代になってきたのだと思う。こういった行

為は犯罪だということ、被害者は悪くないと

いうこと、被害を受けているのは自分だけで

はないということを女性だけでなく男性にも

積極的に発信してほしい。同じ被害を受けて

いる人が見たら、私も、と声をあげやすくな

ると思う。 
 
○電車に防犯カメラを付けてほしい。 
 
○受け止めてもらえると思える環境。 
 
○痴漢をされた後の支援は必要だと思います

が、それをいくらしても、痴漢はなくなりま

せん。迷惑行為防止条例などではなく、性犯

罪としていちいち本人もまわりも認識しても

らえるようにすべきだと思います。 
 
○電車内や路上で、痴漢は犯罪です、などの

アナウンスや広告。 
 
○ボディーガード的な 

 

○電話相談出来る機関 

 

○警察に言うと、どういうフローで進んでい

くのか事前に知っていて、それが安心できる

内容なら伝えてみるかも。 

男性が多い警察署や交番に行くのも怖い。誰

か第三者に伝えて、一緒に対応してもらえる

なら少しは伝えようと思うかもしれません。 
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○警察に届けるのはハードルが高かった。届

け出るレベルなのかがわからなくて。 
 
○このアンケートで、話せる事ができまし

た。 
 
○支援の前に、幼児期からの正しい性教育。

事前に保護者や大人と信頼関係を結び、何が

性被害なのか？ 被害にあったらすぐ報告で

きる環境を作るのが大事。 

 

○確実に助けてもらえる、犯人を捕まえよう

としてくれるなら。 
 
○とにかく厳罰化、警備に力を入れて欲し

い。 

 

○まずは、電話でも、スマホのラインでも受

けとめて話を聞いてくれる居場所が欲しい。 

警察に言ったところで、根掘りはほり、取り

調べを、受けて、トラウマを植え付けられる

のが、せきのやまだとおもう！警察のやり方

もいい加減被害者の目線になって欲しい。 

 

○やはり児童・生徒の発達段階に応じて正し

いジェンダー知識と意識を量的にも質的にも

充実させることだと思う。次世代への期待と

して。 

また、中高年層のひとりとしては、被害者も

加害者もその経験をフランクに話し合える場

が設けられたら(被害者だけのグループや加

害者だけのグループ、あるいは性自認が同じ

もの限定など)少しは性被害減少への取り組

みが進むかも知れない。(漠然とし過ぎてい

て申し訳ないです……)。 
 
○警察が痴漢を犯罪者として扱うことが大前

提だと思う。犯罪を犯した人間の人生なんか

庇う必要がない。 
 
○気軽に相談できる第３者機関 

 

○被害にあったことを話しても批判された

り、否定されたりしない相談者がいること。 

 

○男性にも女性にも、教育の場で、どんな理

由であれ、セクハラはしてはならないことを

子どもの時からしてほしい。 

自分と特定できないような感じで、また否定

や大したことないと言うのではなく、何でも

話聞いてもらえると言う安心感が有れば 1 人

で抱えこまないようになる気がします。また

sachico みたいなところがあることも市民に

知らせて欲しい。 
 
○彼の行為が性暴力の一つであり犯罪である

ことを小学校で教えて欲しい。 

 

○匿名でのカウンセリング、警察などへの情

報共有 

 

○共感してくれる人がいたら。 

 

○被害に遭ったことを責められない環境 

 

○そういう話を普段からしていたら、話せた

と思う。 
 
○自分が悪くないと思える環境。 

 

○自分の方に油断があったかもと恥じる自分

がいました。話す相手が女性であっても言え

なかったと思う。 

 

○ネット回答でもいいので、何かあったらす

ぐ情報を提供出来る場(システム)があると助

かる。 

 

○痴漢は、罪だということ、人として相手を

見てない許されない馬鹿がやることと社会通

念にして欲しい！ 

 

○インターネットで書き込みや電話 

 

○被害者窓口 

 

○警察は被害届を受理するだけで無く、進捗

状況も知らせるべき。 

 

○相談窓口があることを普段から知っていた

ら伝えたかった。 

 

○私自身は、心の被害にあってないので、ど

うしてあげたらいいかは、わからないです。 

 

○指摘・注意、場合によっては退席させる人

がいてくれる人の存在があること。 

 選挙管理委員会や役場に、セクハラ等の問

題に対応してくれる相談先を設置されるこ

と。 
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○社内に防犯カメラを設置、女性専用車両に

乗ってる男性に対して注意してほしい。警官

がパトロールしてほしい。 
 
○二次加害を許さない。 
 
○学校で性犯罪への対処法や、警察への簡単

なアクセスがあれば良いと思う。 

 

○被害を訴えても冤罪を疑われたり自衛不足

と責められたりするのが怖いから被害状況を

聞いてくれるだけでも良い(クソみたいなア

ドバイスはいらない)。 
 
○普段から痴漢やセクシュアルハラスメン

ト、そして人権、ジェンダーなど自由に話す

ことが出来る環境づくりが大事と思います。 

 

○痴漢は犯罪であることを、教育の場や社

会・マスメディアなどで、繰り返し発信し続

けることが必要。また痴漢などにあった時は

◯◯へ、などとの対処法の周知も必要。被害

者が、言っても仕方ないと思わないよう、社

会のあたたかい目、一緒に憤慨してくれるこ

とが大切。 

 

○勤務先の場合は社内人事などと代理協議し

てくれるような社外の相談窓口（社内で直接

相談するのでは雇用に支障が出る恐れがあ

る）。通勤途中や路上、自宅周辺については

警察以外には思い浮かびません。 
 
○専用の相談先があればいいなと思う。 

最寄りの交番を検索して通報しようと思った

けど、あまりスムーズにできなかったので。 

 

○同性だと話しやすいかもしれない。 
 
○抽象的にはなりますが、加害者と利害関係

のない学校の先生や第三者に相談できる体制

があると良いです。 

 

○不動産会社や不動産業界の団体、消費生活

センターのある独立行政法人のような所で、

相談窓口を設置していただけると助かりま

す。また、テレビ・新聞・パンフレット等の

様々なかたちで、相談窓口の周知を徹底した

り、全ての不動産会社の店舗やサイトに相談

窓口を知らせることを義務づけて、お客さん

一人ひとりに届くようにしてほしいです。 

義務づけることで、不適切な言動をするスタ

ッフへの抑止力や被害防止に繫がると思いま

す。 
 
○各ビルや施設の警備会社の連絡先を貼り紙

やサイトで周知することです。（警察の場合

は、通報する程の出来事ではないかなと過小

評価したり、真剣に取り扱ってもらえないか

もしれないと不安になり、ハードルが高いで

す。ビル内のお店や施設の場合は、スタッフ

に声をかけて大事にしたくないし、お客さん

や利用者にも影響が出てしまうのではと気を

遣います。作業や接客で忙しくされている

と、声はかけづらいです。） 
 
○幼稚園や保育園等で、幼児でも伝えられる

相談体制を作る。性教育を充実させ、性的な

ことやハラスメントを受けたら相談すること

を促す。 
 
○声をあげたら迷わず助けてくれたら言いや

すい。 
 
○痴漢行為が罪として軽視されている風潮を

感じるので、このくらいのことで警察や周り

の支援を求めてはいけない…と考えてしまう

被害者の方々は多いと思います。痴漢行為の

罪の重さを喚起するような、抱え込む必要は

ないと思えるような支援があると声を上げや

すいかと思います。 
 
○助けの声をあげたときに誰かが助けてくれ

る、と信じられる社会。過去に声をあげても

一度も助けてもらえたことはない。 

 

○教育の徹底、職場に被害を相談できる場所

を設け、周知徹底する。 
 
○警察に専門窓口がほしい。気軽に通報でき

るような…。 
 
○ショッピングモールやショッピングモール

を運営する所に、トラブルや犯罪を相談でき

る場所や連絡先（メールフォームやチャット

といった、名前等の個人情報を伝えなくてい

い方法も含める）があると助かります。 

お客さんの声を上げやすくすることで、トラ

ブルや犯罪を、ショッピングモール側が直接

把握し可視化できれば、ショッピングモール

での対策の検討や実施・トラブルや犯罪の防

止に繫がると思います。 
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○相談の窓口が複数種類あり、その窓口がど

んな相談の聞き方、支援の仕方なのか、広く

一般に認知されていることが前提で、どの窓

口でも秘密が厳守されるならば、伝えてみよ

うかなと考えるかもしれない。自分なら入り

口は SNS オンラインのほうが入りやすい。 

 

○夜道の一人歩きは怖いので、コンビニなど

明るい場所に「避難 OK ですよー！！」みた

いなステッカーとか掲示があるといい。 

私は、電車の痴漢にしか遭ったことがなく

て、その場で痴漢にヤメロと言ったり周りの

人に助けてもらったりと、その場で解決して

きた。ただ、口に出せない人は、LINE やチ

ャットで相談できたらハードルは低いので

は。匿名であっても気持ちが軽くなったり、

相談するうちに、電話や面談で相談したいと

いう気持ちになったりするかもしれない。 

アプリで地図上に被害を書き込んでいくよう

にして危険な場所を特定するような対策がで

きないかなと思う。天気や渋滞の情報のよう

に。深刻な被害は、その限りではないでしょ

うが。 

あと、警察は事情聴取のあり方を見直した上

で、被害届出してねー！と再発防止につとめ

てほしい。 
 
○私はひとりで抱え込みませんが、セカンド

レイプや被害者にも悪いところがあるという

風潮を徹底的になくすことでしょうか。 

責めたり茶化したり軽く考えたり他者に話し

たりせずに、真面目に聞いてくれる事が先ず

は有り難いと思います。 

 

○電車の本数を増やしてほしい。 

 

○痴漢についての基礎知識。 

 

○痴漢を厳罰にし、電車など被害が多発する

ところは監視カメラを置き本気で摘発してほ

しい。そうしないと痴漢が重大な人間侵害と

いうことがバカな男どもに伝わらない。支援

ではなく法改正を。繰り返すが痴漢が重大な

人権侵害で重罪、訴えると対処してもらえる

という認識が広まらない限り被害は続く。 

警察は対応してくれないので、付き添い等し

てくれる第三者の支援が欲しい。 
 
○無料の電話相談や相談窓口 

○LINE から被害を報告できたりしたら、電

話で通報よりもハードルが下がる気がしま

す。 
 
○あまり家族には知られたくないので、家族

以外の外部ツールがほしい。 

 

○当時は警察に通報するべきか分からなかっ

た。同一人物による被害が出ないように、匿

名で通報することが可能だったらと思う。 

 

○わからない。でも誰かに助けてほしい気持

ちはある。 

 

○女性の性被害について相談できる体制がほ

しい。 

「これは立派な性暴力にあたる」という基準

を明確にし、社会として全女性に啓蒙してほ

しい。 
 
○当時はその嫌だった、気持ち悪くてむかつ

いたという気持ちに嫌やな、許されへんなと

同感してくれて怒ってくれることを当たり前

だと思っていたが、いろんな方の話を聴き、

それは当たり前じゃないのだと知った。 

自分が一人で抱え込まずすぐに家族に話せた

のは、家族仲がかなり良く似たような考え方

をしているのもあって「この人たちに話して

も絶対に大丈夫」と当然のように思っていた

から。だから、そういう「被害の話をして被

害者を否定しないで聞いてくれる」と被害者

が当然だと思って話せる場所があることが大

事なのだと思う。それは自分の場合家族だっ

たがみんな家族がいるわけじゃないし、家族

を頼れない人も沢山いるだろうから、色ん

な、そしてアクセスしやすいカジュアルな窓

口があればいいなと思う。理想は調べなくて

もいい窓口だと思います。相談したい→調べ

るがない(周知されているとか、それがあっ

て当然と言う環境になっている)が理想です

が…。 


