
大分県

TEL.097-532-0330
オーイタ  ス     ミ      レ

月～金　9:00～20:00（祝日、年末年始を除く）

大分県が開設した性暴力被害者を支援するための相談窓口です。

緊急時は
迷わず
110番を！

○ 相談は無料です            

○ 秘密は守られますので、安心してご相談ください

○ 男性の被害者の方のご相談もお受けします

緊急避妊の措置（72時間以内）
性感染症の検査
ケガの手当　　　　　　などを受けることが大切です。
　

被害にあった時の衣服
携帯のデータ　　　　　など　　　　　　　　　　　　
　

警察に被害の届け出をするかしないかは、あなたが選べ
ます。届け出をする場合は、相談員がお手伝いします。

 



相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意思に反して受け
る性的行為を「性暴力」といいます。

例えば
レイプ、性虐待、痴漢、盗撮、リベンジポルノ、
脅迫や立場を利用して援助交際をさせる　　など…

あなたは、なにも悪くありません。自分を責めないでくだ
さい。ひとりで悩まず、できるだけ早く『おおいた性暴力
救援センター・すみれ』にお電話をください。
どうしたらいいのか、わからない…混乱してうまく話せな
くても、大丈夫です。相談員が、あなたの「これから」を
一緒に考えていきますので、安心してお話しください。

悪いのは加害者です。あなたの大切な家族や友人を、決し
て責めたりしないでください。
被害にあった人の気持ちに寄り添い、話に耳を傾け、『おお
いた性暴力救援センター・すみれ』を紹介してください。

大分県が設置した性暴力被害にあわれた人を支援する
相談窓口です。

相談員が、あなたのお話をお聴
きします。
あなたの気持ちに寄り添いなが
ら、どうしたらよいのかを一緒
に考え、病院や警察、カウンセ
リング、法律相談など他の専門
機関におつなぎします。

病院や警察、弁護士
事務所などへ行くと
き、あなたの希望に
応じて、相談員が付
き添いを行います。

相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意思に反して受け
る性的行為を「性暴力」といいます。

例えば
レイプ、性虐待、痴漢、盗撮、リベンジポルノ、
脅迫や立場を利用して援助交際をさせる　　など…

あなたは、なにも悪くありません。自分を責めないでくだ
さい。ひとりで悩まず、できるだけ早く『おおいた性暴力
救援センター・すみれ』にお電話をください。
どうしたらいいのか、わからない…混乱してうまく話せな
くても、大丈夫です。相談員が、あなたの「これから」を
一緒に考えていきますので、安心してお話しください。

悪いのは加害者です。あなたの大切な家族や友人を、決し
て責めたりしないでください。
被害にあった人の気持ちに寄り添い、話に耳を傾け、『おお
いた性暴力救援センター・すみれ』を紹介してください。

大分県が設置した性暴力被害にあわれた人を支援する
相談窓口です。

相談員が、あなたのお話をお聴
きします。
あなたの気持ちに寄り添いなが
ら、どうしたらよいのかを一緒
に考え、病院や警察、カウンセ
リング、法律相談など他の専門
機関におつなぎします。

病院や警察、弁護士
事務所などへ行くと
き、あなたの希望に
応じて、相談員が付
き添いを行います。



相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意思に反して受け
る性的行為を「性暴力」といいます。

例えば
レイプ、性虐待、痴漢、盗撮、リベンジポルノ、
脅迫や立場を利用して援助交際をさせる　　など…

あなたは、なにも悪くありません。自分を責めないでくだ
さい。ひとりで悩まず、できるだけ早く『おおいた性暴力
救援センター・すみれ』にお電話をください。
どうしたらいいのか、わからない…混乱してうまく話せな
くても、大丈夫です。相談員が、あなたの「これから」を
一緒に考えていきますので、安心してお話しください。

悪いのは加害者です。あなたの大切な家族や友人を、決し
て責めたりしないでください。
被害にあった人の気持ちに寄り添い、話に耳を傾け、『おお
いた性暴力救援センター・すみれ』を紹介してください。

大分県が設置した性暴力被害にあわれた人を支援する
相談窓口です。

相談員が、あなたのお話をお聴
きします。
あなたの気持ちに寄り添いなが
ら、どうしたらよいのかを一緒
に考え、病院や警察、カウンセ
リング、法律相談など他の専門
機関におつなぎします。

病院や警察、弁護士
事務所などへ行くと
き、あなたの希望に
応じて、相談員が付
き添いを行います。

相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意思に反して受け
る性的行為を「性暴力」といいます。

例えば
レイプ、性虐待、痴漢、盗撮、リベンジポルノ、
脅迫や立場を利用して援助交際をさせる　　など…

あなたは、なにも悪くありません。自分を責めないでくだ
さい。ひとりで悩まず、できるだけ早く『おおいた性暴力
救援センター・すみれ』にお電話をください。
どうしたらいいのか、わからない…混乱してうまく話せな
くても、大丈夫です。相談員が、あなたの「これから」を
一緒に考えていきますので、安心してお話しください。

悪いのは加害者です。あなたの大切な家族や友人を、決し
て責めたりしないでください。
被害にあった人の気持ちに寄り添い、話に耳を傾け、『おお
いた性暴力救援センター・すみれ』を紹介してください。

大分県が設置した性暴力被害にあわれた人を支援する
相談窓口です。

相談員が、あなたのお話をお聴
きします。
あなたの気持ちに寄り添いなが
ら、どうしたらよいのかを一緒
に考え、病院や警察、カウンセ
リング、法律相談など他の専門
機関におつなぎします。

病院や警察、弁護士
事務所などへ行くと
き、あなたの希望に
応じて、相談員が付
き添いを行います。

相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意思に反して受け
る性的行為を「性暴力」といいます。

例えば
レイプ、性虐待、痴漢、盗撮、リベンジポルノ、
脅迫や立場を利用して援助交際をさせる　　など…

あなたは、なにも悪くありません。自分を責めないでくだ
さい。ひとりで悩まず、できるだけ早く『おおいた性暴力
救援センター・すみれ』にお電話をください。
どうしたらいいのか、わからない…混乱してうまく話せな
くても、大丈夫です。相談員が、あなたの「これから」を
一緒に考えていきますので、安心してお話しください。

悪いのは加害者です。あなたの大切な家族や友人を、決し
て責めたりしないでください。
被害にあった人の気持ちに寄り添い、話に耳を傾け、『おお
いた性暴力救援センター・すみれ』を紹介してください。

大分県が設置した性暴力被害にあわれた人を支援する
相談窓口です。

相談員が、あなたのお話をお聴
きします。
あなたの気持ちに寄り添いなが
ら、どうしたらよいのかを一緒
に考え、病院や警察、カウンセ
リング、法律相談など他の専門
機関におつなぎします。

病院や警察、弁護士
事務所などへ行くと
き、あなたの希望に
応じて、相談員が付
き添いを行います。



相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意思に反して受け
る性的行為を「性暴力」といいます。

例えば
レイプ、性虐待、痴漢、盗撮、リベンジポルノ、
脅迫や立場を利用して援助交際をさせる　　など…

あなたは、なにも悪くありません。自分を責めないでくだ
さい。ひとりで悩まず、できるだけ早く『おおいた性暴力
救援センター・すみれ』にお電話をください。
どうしたらいいのか、わからない…混乱してうまく話せな
くても、大丈夫です。相談員が、あなたの「これから」を
一緒に考えていきますので、安心してお話しください。

悪いのは加害者です。あなたの大切な家族や友人を、決し
て責めたりしないでください。
被害にあった人の気持ちに寄り添い、話に耳を傾け、『おお
いた性暴力救援センター・すみれ』を紹介してください。

大分県が設置した性暴力被害にあわれた人を支援する
相談窓口です。

相談員が、あなたのお話をお聴
きします。
あなたの気持ちに寄り添いなが
ら、どうしたらよいのかを一緒
に考え、病院や警察、カウンセ
リング、法律相談など他の専門
機関におつなぎします。

病院や警察、弁護士
事務所などへ行くと
き、あなたの希望に
応じて、相談員が付
き添いを行います。

相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意思に反して受け
る性的行為を「性暴力」といいます。

例えば
レイプ、性虐待、痴漢、盗撮、リベンジポルノ、
脅迫や立場を利用して援助交際をさせる　　など…

あなたは、なにも悪くありません。自分を責めないでくだ
さい。ひとりで悩まず、できるだけ早く『おおいた性暴力
救援センター・すみれ』にお電話をください。
どうしたらいいのか、わからない…混乱してうまく話せな
くても、大丈夫です。相談員が、あなたの「これから」を
一緒に考えていきますので、安心してお話しください。

悪いのは加害者です。あなたの大切な家族や友人を、決し
て責めたりしないでください。
被害にあった人の気持ちに寄り添い、話に耳を傾け、『おお
いた性暴力救援センター・すみれ』を紹介してください。

大分県が設置した性暴力被害にあわれた人を支援する
相談窓口です。

相談員が、あなたのお話をお聴
きします。
あなたの気持ちに寄り添いなが
ら、どうしたらよいのかを一緒
に考え、病院や警察、カウンセ
リング、法律相談など他の専門
機関におつなぎします。

病院や警察、弁護士
事務所などへ行くと
き、あなたの希望に
応じて、相談員が付
き添いを行います。



大分県

TEL.097-532-0330
オーイタ  ス     ミ      レ

月～金　9:00～20:00（祝日、年末年始を除く）

大分県が開設した性暴力被害者を支援するための相談窓口です。

緊急時は
迷わず
110番を！

○ 相談は無料です            

○ 秘密は守られますので、安心してご相談ください

○ 男性の被害者の方のご相談もお受けします

緊急避妊の措置（72時間以内）
性感染症の検査
ケガの手当　　　　　　などを受けることが大切です。
　

被害にあった時の衣服
携帯のデータ　　　　　など　　　　　　　　　　　　
　

警察に被害の届け出をするかしないかは、あなたが選べ
ます。届け出をする場合は、相談員がお手伝いします。

 

大分県

TEL.097-532-0330
オーイタ  ス     ミ      レ

月～金　9:00～20:00（祝日、年末年始を除く）

大分県が開設した性暴力被害者を支援するための相談窓口です。

緊急時は
迷わず
110番を！

○ 相談は無料です            

○ 秘密は守られますので、安心してご相談ください

○ 男性の被害者の方のご相談もお受けします

緊急避妊の措置（72時間以内）
性感染症の検査
ケガの手当　　　　　　などを受けることが大切です。
　

被害にあった時の衣服
携帯のデータ　　　　　など　　　　　　　　　　　　
　

警察に被害の届け出をするかしないかは、あなたが選べ
ます。届け出をする場合は、相談員がお手伝いします。

 



大分県

TEL.097-532-0330
オーイタ  ス     ミ      レ

月～金　9:00～20:00（祝日、年末年始を除く）

大分県が開設した性暴力被害者を支援するための相談窓口です。

緊急時は
迷わず
110番を！

○ 相談は無料です            

○ 秘密は守られますので、安心してご相談ください

○ 男性の被害者の方のご相談もお受けします

緊急避妊の措置（72時間以内）
性感染症の検査
ケガの手当　　　　　　などを受けることが大切です。
　

被害にあった時の衣服
携帯のデータ　　　　　など　　　　　　　　　　　　
　

警察に被害の届け出をするかしないかは、あなたが選べ
ます。届け出をする場合は、相談員がお手伝いします。

 

大分県

TEL.097-532-0330
オーイタ  ス     ミ      レ

月～金　9:00～20:00（祝日、年末年始を除く）

大分県が開設した性暴力被害者を支援するための相談窓口です。

緊急時は
迷わず
110番を！

○ 相談は無料です            

○ 秘密は守られますので、安心してご相談ください

○ 男性の被害者の方のご相談もお受けします

緊急避妊の措置（72時間以内）
性感染症の検査
ケガの手当　　　　　　などを受けることが大切です。
　

被害にあった時の衣服
携帯のデータ　　　　　など　　　　　　　　　　　　
　

警察に被害の届け出をするかしないかは、あなたが選べ
ます。届け出をする場合は、相談員がお手伝いします。

 


