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Ⅲ．課題の克服と目標達成に向けた取組み  
 

基本目標１  ＤＶを許さない社会づくり  
 
 
  

 

平成 14 年度に内閣府が行った「配偶者等からの暴力に関する調査」では、  

現在または過去に配偶者や恋人からの身体的もしくは精神的、性的な行為

を強要された女性は 19.1％、男性は 9.3％となっており、女性の 5 人に   

1 人がこれらの暴力の経験があると回答しています。 

また、これらの行為により命の危険を感じた人は男性が 0.7％であるの

に対し、女性は 4.4％となっており、女性の約 20 人に 1 人が配偶者等から

の暴力により命の危険を感じたと報告されています｡ 

県では、平成 14 年 4 月のＤＶ防止法本格施行前から、広報・啓発事業を

市町村や民間支援団体と連携し積極的に行ってきました。その内容は、 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間中の街頭キャンペーン、若者が  

主体となって実施したＤＶを考えるための講演会などです。 

また、ＤＶに係る相談窓口を周知するため、手に取り易く携帯に便利な  

名刺サイズのカードを作成し、市町村、運転免許センター､配偶者暴力相談 

支援センター、県民センター、郵便局、金融機関、病院などに常時配置   

してきました。 

平成 13 年 10 月には、相談窓口を持つ市町村は 20 市町村でしたが、平成

18年3月現在で､全56市町村が相談窓口を持つようになり､配偶者暴力相談

支援センターと市町村に寄せられたＤＶの相談件数も、平成14年度の5,674

件から平成 16 年度には 7,289 件へと増加しています。 

しかし、平成 16 年度に県が行った「男女共同参画社会の実現に向けた 

県民意識調査」によると、ＤＶを人権侵害であると感じている人の割合が

平成 10 年の 40.9％から平成 16 年には 46.9％へと増加しているものの、  

5 割に満たない状況にあります｡また、暴力を振るわれたことが犯罪と  

なる行為をも含む重大な人権侵害であるという認識を持てないままでいる

ＤＶ被害者も依然としています。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、  

広報・啓発を一層推進することにより、県民一人ひとりがＤＶは犯罪と  

なる行為をも含む身近にある重大な人権侵害であることをよく理解し、 

ＤＶに対する社会的認識の徹底に取り組んでいくことが必要です｡ 

 

（個別目標） 

（１）ＤＶに対する社会的認識の徹底
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取組みの方向 

 

 ＤＶの根絶に向けた啓発の充実 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間を中心に、女性の人権の  

尊重のための意識啓発を目的に､駅前等での街頭キャンペーンや、回覧

板用のチラシを作成し、各自治体の回覧板等を活用しながら、ＤＶ相談

窓口の周知を行うなど、広報・啓発を推進します。 

また、県民一人ひとりが「ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な  

人権侵害である」ことを認識し、ＤＶに関する正しい理解を深めるため、  

ＤＶをテーマにした講演会や大学等における公開講座などを開催し、 

若者から高齢者まで、一人でも多くの県民がＤＶへの理解と問題意識を

共有する機会づくりを進めます。 

 

 ＤＶ被害者等に向けた情報提供の充実 

ＤＶの相談窓口を広く県民に周知するため､365日24時間電話相談を

受け付けている女性サポートセンターのほか、健康福祉センター、警察

の相談窓口を記載したＤＶ相談カードを市町村、運転免許センター、 

配偶者暴力相談支援センター、県民センター、郵便局、金融機関、病院

などに常時配置しています。 

今後も被害者が目に付きやすく安心して手にとることができる配置

場所を検討するとともに、暴力を受けていてもＤＶとは認識していない

ＤＶ被害者や、周囲の目を気にして相談に至らないＤＶ被害者に対する

効果的な広報など、市町村、関係機関､ＤＶ被害者支援団体と連携しな

がら、ＤＶ被害者への情報提供を引き続き積極的に行います。 

 

 地域におけるＤＶへの理解の促進 

人口当たりの相談件数の推移を見ると、平成 15 年度には、都市部に

集中していましたが、平成 16 年 6 月に県内 14 か所の健康福祉センター

を配偶者暴力相談支援センターに指定し、県内どの地域においても相談

が受けられる体制づくりを進めてきたことにより、都市部以外の地域で

も相談件数が増加してきました。 

一方、ＤＶを夫婦喧嘩と思っている人や、暴力を受けていてもＤＶ

とは思っていない人などが地域にはまだ多くいるなど、ＤＶに対する 

認識は不十分であると思われます。 
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このことから、地域において県民を対象にしたＤＶに関するセミナ

ーを開催するとともに、市町村やＮＰＯが主催するＤＶをテーマとした 

講演会等に講師を派遣することにより、各地域においてＤＶに対する 

理解を深め、ＤＶを許さない社会意識を醸成します｡ 

 

 企業・団体に対するＤＶへの理解の促進 

ＤＶ被害者の生活再建を進める上で、就業に向けた支援を行うこと

は重要です。 

加害者からの追及の危険性があるため住民票を移せないことや、 

身元保証人の確保ができないため、ＤＶ被害者が生活再建に向けて就職

活動に努力し就職先を決めても、企業から採用を取り消されることが 

あります。 

また、ＤＶ被害者が新たに別の医療保険へ加入する際に、配偶者の 

被扶養者になっている場合には、社会保険事務所等を通じ、現在加入 

している医療保険からの離脱手続きが必要になります。 

このようなことから、企業・団体にＤＶ問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうとともに、就業に対する柔軟な対応がなされるよう、

企業・団体への広報・啓発を積極的に行います。 

 

 保健・医療関係機関への協力促進 

ＤＶは家庭内で行われることから、外部からの発見が困難な状況に

あります。しかしながら、暴力が激しく診療が必要な場合や、子ども  

への影響がある場合には、健康診断や医療行為、歯科治療を行う中で、

医療関係者はＤＶ被害者を発見しやすい立場にあることから、ＤＶ被害

者の発見及び通報において積極的な役割が期待されています。 

このため、医療関係者に対し、通報や情報提供に関する規程、警察

や配偶者暴力相談支援センター等の機能について周知を図るとともに、

ＤＶに関する広報や研修を継続的に行うことが必要です。 

そこで、様々な機会を利用して周知を行うなど、広報・啓発に努め

るとともに、医療関係者を対象とした対応マニュアルを医療関係者と共

同で作成し、配布することにより、発見・通報等への協力を促進します。 

さらに、健康福祉センター・保健センターにおいても、ＤＶ被害者や

その子どもを把握できる機会が多いことから、同様に、発見・通報等へ

の協力を促進します。 
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 ＤＶ被害者本人の参画の促進 

ＤＶ被害者の支援に当たっては、ＤＶ被害者の立場に立った支援を 

行うことが何よりも重要です｡ 

そのためには、ＤＶ被害者が受けた様々な辛い被害体験を広く県民や

支援者に直接伝えることや、ＤＶ被害者の声を施策に反映していくこと

が必要です｡ 

ＤＶ被害者の中には、これまで自らが受けた被害体験などをいかし、

現にＤＶの被害を受けている人の役に立ちたいと考えている人や被害

者支援を行っている人がいます｡ 

このことから、県民や支援者がＤＶの実態について認識し、ＤＶ被害

者の立場に立った適切な支援が行えるようにするため、協力が得られる

ＤＶ被害者本人に対し、様々な講演会や研修会におけるパネリストや 

講師として参画を促します｡ 

 

 女性サポートセンター職員の講師派遣 

女性サポートセンターは、平成 14 年の開設以来、平成 18 年 2 月     

までに約 8,500 件のＤＶ相談を受け、約 500 件以上の一時保護と生活 

再建支援を行ってきました。 

生活再建支援に当たっては、保護命令制度の利用に係る情報提供や 

助言、住宅の確保や就労､生活保護、関係機関との連絡調整など、ＤＶ

被害者に寄り添った様々な支援を重ねてきたことにより、女性サポート

センターの職員は、貴重な経験やノウハウを蓄積しています。 

ＤＶ被害者の支援を行う関係者が､ＤＶ被害者の置かれている状況や

実態についての理解と認識を深め、ＤＶ被害者の立場に立ったきめ細か

い支援を円滑に行うためには、これらの貴重な経験やノウハウを直に 

伝えることがより効果的です｡ 

そこで、ＤＶ被害者の支援を行う関係者や法務局の人権擁護委員、 

裁判所の調停委員等を対象とした研修会、警察署ごとに実施される犯罪

被害者連絡会議をはじめ、関係機関が開催する講演会や研修会等へ女性

サポートセンターの職員を講師として派遣し、現場の声を直接伝えて 

いきます。 
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平成 14 年度に内閣府が行った「配偶者等からの暴力に関する調査」では、

18 歳になるまでの間に「父が母に暴力を振るっていた。」と回答した人は、

男女ともに加害経験のある人が加害経験のない人を上回っています。 

特に男性では、配偶者や恋人への身体的暴力の加害経験がある人の約  

4 人に 1 人が、「父が母に暴力を振るっていた。」と答えています。 

平成 16 年度に県教育庁が実施した県立学校に在籍するすべての職員  

及び全生徒を対象に行った「セクシャル・ハラスメントに関する実態調査」

では、高等学校において、生徒では、セクハラ被害経験者は、4,325 人で回

答者数の 4.7％であり、職員では 509 人で回答者数の 6.6％となっています。 

また、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題の現状について」  

（平成 17 年 9 月の速報）では、暴力行為の発生件数は 890 件と、前年度   

に比べ 25 件、3 年連続の増加となっているものの、いじめの発生件数は

1,933 件と、前年度に比べて 351 件減少しています。 

これまで、学校においては、「命を大切にするキャンペーン」を実施し、

思いやりの心や生きる力を育むとともに、「いじめや暴力行為等、人権侵害

は許されない行為である。」という意識を高め、いじめ、暴力の根絶等人権

意識の高揚を図る指導を強力に推進しています。さらに、高等学校では、 

「豊かな心の教育の育成に係るＬＨＲ（ロングホームルーム）」、「マナー 

キャンペーン」などを実施しています。 

また、県では、若者を対象にＤＶへの理解を促進するため学生が中心に

なって企画する「ＤＶを考える若者フォーラム」の開催や、ＤＶ被害者の   

支援などをテーマとした教職員の研修への講師の派遣などを実施してきま

した。 

子どもたちが、命を大切にし、他人を思いやれる教育等を行うことは、

ＤＶを許さない社会意識を形成するために極めて重要なことです。児童・

生徒等と日常的に接している教職員がそこで果たす役割はとても大きいこ

とから、教職員が様々な事例に精通し、的確な指導を行うことが重要とな

ります。 

ＤＶをはじめとした暴力などを防止するためには、低年齢から暴力を 

許さないという意識や人権尊重についての理解を促進するための教育が 

重要であり、発達段階に応じて、幼児から大学生まで様々な教育現場に  

おける教育が必要です。 

（個別目標） 

（２）ＤＶを許さない社会意識を形成するための教育等の充実 
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また、教職員等に対しても、ＤＶ問題などについての理解を促進すると

ともに、充実した生徒指導を行えるようにするため、多様な研修の機会を  

一層提供することが必要です｡ 
 
 

取組みの方向 
 

 人権教育の充実 

ＤＶをはじめとするあらゆる暴力を防止するためには、男女が互いに

人権を尊重し、個人の尊厳を傷付ける暴力は許さないという意識を社会

全体で共有していくことが必要です。このためには、幼児期から生命の

尊さや他人の痛みが理解できる心、豊かな情操、思いやりの心などを 

育むことが大切です。 

小中学校において、いじめや児童虐待、ＤＶなどの暴力行為は人権 

侵害であり、許されない行為であるという意識を高めるための「いのち

を大切にするキャンペーン」を実施しています｡ 

県立高等学校においては、規範・マナー意識を醸成し、人権の尊重と

ともによりよい社会を実現しようとする態度を育成するための「豊かな

心の育成に係るＬＨＲ（ロングホームルーム）」､｢マナーキャンペーン｣

など、心身の発達段階に応じたいじめや暴力、人権についての教育を 

実施していますが、これらの取組みのより一層の充実を図ります。 
 

 若者を対象とした予防施策の充実 

これまで県では、若者を対象とするＤＶ施策として、平成 16 年度に  

大学生を中心とした実行委員会を立ち上げ「それって『愛』なの？ＤＶ

を考える若者フォーラム in ちば」を開催しました。 

このフォーラムでは、若者が自分たちの問題としてＤＶや暴力等に 

ついて考え、ＤＶに関する鼎談と 5 つの分科会を開催しました。実行 

委員会に参加した若者の中には、当初、ＤＶについて馴染みがない者の

参加もあり、このような参加者がフォーラムの企画やＤＶに関する勉強

会を通じて、暴力に対する問題意識を高めることにもつながり、一般の

参加者からも高い評価を頂きました。 

平成 17 年度には、2 つの県立高校と医療技術大学校において、外部  

から講師を招き、「それって『愛』なの？若者のためのＤＶ予防セミナ

ー」を実施しました。このセミナーでは、若者が自分たちの身近な問題
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として「ＤＶは犯罪となりうる行為であり、人権侵害である。」、「暴力

とは何か。」、「相手を尊重する関係とは何か。」等について考えながら、  

夫婦や恋人等、親しい間柄にある相手の人権を尊重し、互いに尊敬し 

合える関係づくりを目的に、将来にわたり「相手を互いに尊重する男女

のパートナーシップ」のあり方について学習しました。 

これら若者を対象とする取組みは、ＤＶの予防の観点から有意義で 

あると考えられることから、今後とも若者に対し、ＤＶや暴力等につい

て積極的に考える機会を提供していきます。 

 

 教職員等に対する研修の充実 

ＤＶ家庭に育つ子どもは、直接的な暴力による身体的被害のほか、 

ＤＶを目撃することにより、恐怖や絶望など精神的な被害を受けている

こともあり、ＤＶが子どもに与える影響は計り知れないものがあります。 

日頃から子どもと直接接する教職員がＤＶについての理解を深める

とともに、子どもを含めたＤＶ被害者の保護の必要性について理解する 

ことにより、ＤＶの早期発見とＤＶ被害者の支援を行う機関との連携、

子どもからの相談などに適切に対応することが重要となります。 

そこで、幼稚園、保育所、小中学校、高等学校の教職員等、新任の     

校長や教頭、管理職のほか、人権教育指導者等に対する研修を行います。 

また、新たに盲学校・聾学校・養護学校等の教諭に対しても、ＤＶ  

への理解を深めるための研修を実施します。 

 

 ＤＶ被害者本人の参画の促進（再掲） 

ＤＶ被害者の支援に当たっては、ＤＶ被害者の立場に立った支援を 

行うことが何よりも重要です｡ 

そのためには、ＤＶ被害者が受けた様々な辛い被害体験を広く県民や

支援者に直接伝えることや、ＤＶ被害者の声を施策に反映していくこと

が必要です｡ 

ＤＶ被害者の中には、これまで自らが受けた被害体験などをいかし、

現にＤＶの被害を受けている人の役に立ちたいと考えている人や被害

者支援を行っている人がいます｡ 

このことから、県民や支援者がＤＶの実態について認識し、ＤＶ被害

者の立場に立った適切な支援が行えるようにするため、協力が得られる

ＤＶ被害者本人に対し、様々な講演会や研修会におけるパネリストや 

講師として参画を促します｡ 
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暴力の発生を未然に防いだり、再発を防止するためには､ＤＶの加害者や 

被害者になることを防止・予防する取組みが重要です。 

国においては、千葉県と東京都における加害者更生に係る調査結果や、

アジアや欧米における制度の研究をもとに、加害者更生プログラムのあり

方について検討しているところです｡ 

ＤＶ被害者が安全で安心した生活を確保するためには、加害者のもとを

離れるだけではなく、加害者からの恐怖や追及等から解放されることが 

大切です。 

加害者更生プログラムの実施は、加害者自身が「暴力は犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であること」「暴力は自ら選択した結果である  

こと」､また、｢自分自身が振るった暴力に責任を持ち､謝罪すること」への

気づきを通してＤＶ被害者自身の安全で自立的な生活が確保されるととも

に、新たなＤＶ被害者を生まないきっかけになると考えています。 

県では、平成 16 年度に国からの委託事業として加害者更生プログラムの

調査・研究を実施し、プログラムを実施する際の問題点や課題、その効果

等について検証したところですが、平成 17 年度も引き続き調査・研究を 

実施しています｡ 

また、男性からのＤＶに関する相談も増えてきており、平成 15、16 年度

に「ＤＶに悩む男性のための 1 日電話相談」を実施したところ、平成 15 年

度は 6 名、平成 16 年度は 7 名の電話相談がありました。平成 17 年 4 月   

からは、祝日を除く毎週火曜日の 17 時から 21 時まで「ＤＶに悩む男性の

ための電話相談」を実施しており､「暴力をやめたい。」、「誰かに聞いてほ

しい。」など、平成 18 年 3 月末現在で 62 件の相談を受けました。 

これまで受けた相談のうち、加害者からの相談は 54 件で、主訴として 

暴力をやめたいという相談が 12 件ほど見受けられます。そのような男性  

相談者には加害者教育プログラムの情報等も併せて提供しています。 

今後もＤＶ被害者の支援を目的に、加害者教育プログラムの確立を目指

し、調査・研究の一層の充実を図るとともに、男性被害者や加害者に対す

る相談体制についても検討する必要があります。 

 

※ 本県では、加害者更生プログラムを「加害者教育プログラム」として

実施しています。 

（個別目標） 

（３）加害者が自らの責任を認識し、自らが暴力から脱却することを促すための方策
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取組みの方向 

 

 加害者教育プログラムの一層の充実 

県では、ＤＶ被害者の安全と安心を確保するために加害者教育が必要

であると考え、平成 16 年度から平成 17 年度にかけて、調査研究事業の

一環として加害者教育プログラム｢暴力と向き合う教育講座」を開催 

しました。 

これまでの講座運営を通して、加害者が手を挙げやすい応募の方法、

プログラム内容の修正・改善、適切な講座回数、参加条件、講座を運営

するファシリテーターのあり方、講座開催中における参加者の配偶者等

への支援のあり方、個別講座とグループ講座の有効性、教育プログラム

を実施するに当たっての適切な制度的枠組み、関係機関との情報共有、

参加費設定の可否、司法制度との関係等、現状で加害者教育プログラム

を実施する際の検討課題が見えてきました。 

今後はこのような課題に対しての検討を加えながら、ＤＶ被害者の 

支援を目的とした加害者教育プログラムの一層の充実と推進を図ると 

ともに、更なる調査･研究を進め、必要な施策等については国に対して 

積極的に要望していきます。 

また、国内では加害者教育プログラムを運営するファシリテーターが

少ない現状にあり、今後、加害者教育プログラムを運用する上での進行

役となるファシリテーターの養成に係る取組みについても検討します。 

 

 男性のための相談体制の検討 

ＤＶ被害に関する相談、支援に当たっては、社会的・経済的に生活  

再建が困難な女性や子どもの安全確保を最優先に、女性、子どもを対象

とした保護施設や支援体制の整備を進めてきました。 
しかし、ＤＶ被害の問題は女性だけに限定されたものではないこと 

から、ＤＶ被害男性への支援や、加害男性の更生に向けた情報提供、  

また、ＤＶは人権侵害であり、犯罪となりうる行為であるという認識を

広げるため、平成 15､16 年度に「ＤＶに悩む男性のための 1 日電話相談」

を実施しています。 
さらに､平成 17 年度からは 1 日電話相談を拡充し､男性相談員による

｢ＤＶに悩む男性のための電話相談｣を週 1 回実施しており､被害者､  

加害者としてそれぞれに悩みを持つ男性からの相談を受け付けていま

す。 
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今後もこの電話相談の結果を踏まえ、暴力を受けている男性や加害者

である男性のための相談体制について検討していきます。 

 

 若者を対象とした予防施策の充実（再掲） 

これまで県では、若者を対象とするＤＶ施策として、平成 16 年度に  

大学生を中心とした実行委員会を立ち上げ「それって『愛』なの？ＤＶ

を考える若者フォーラム in ちば」を開催しました。 

このフォーラムでは、若者が自分たちの問題としてＤＶや暴力等に 

ついて考え、ＤＶに関する鼎談と 5 つの分科会を開催しました。実行 

委員会に参加した若者の中には、当初、ＤＶについて馴染みがない者の

参加もあり、このような参加者がフォーラムの企画やＤＶに関する勉強

会を通じて、暴力に対する問題意識を高めることにもつながり、一般の

参加者からも高い評価を頂きました。 

平成 17 年度には、2 つの県立高校と医療技術大学校において、外部  

から講師を招き、「それって『愛』なの？若者のためのＤＶ予防セミナ

ー」を実施しました。このセミナーでは、若者が自分たちの身近な問題

として「ＤＶは犯罪となりうる行為であり、人権侵害である。」、「暴力

とは何か。」、「相手を尊重する関係とは何か。」等について考えながら、  

夫婦や恋人等、親しい間柄にある相手の人権を尊重し、互いに尊敬し 

合える関係づくりを目的に、将来にわたり「相手を互いに尊重する男女

のパートナーシップ」のあり方について学習しました。 

これら若者を対象とする取組みは、ＤＶの予防の観点から有意義で 

あると考えられることから、今後とも若者に対し、ＤＶや暴力等につい

て積極的に考える機会を提供していきます。 
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基本目標２  一人ひとりの人権と選択が尊重される支援  
 

 

  

  

ＤＶ被害者に対する暴力を防止し、ＤＶ被害者が生活の再建を果たす 

までの間、それぞれの場面で、ＤＶ被害者の意思を尊重した支援を行う  

ことが重要です。 

  ＤＶ被害者の中には、暴力を受けていてもＤＶとは認識していなかった

り、相談をしたくてもできないＤＶ被害者がいます。これらのＤＶ被害者

に対しては、周囲の支援者が安全に十分配慮し、声かけや機会を捉えて  

情報を提供するなど、ＤＶ被害者が自らの意思で相談できるよう支援する

ことが求められています｡ 

なお、相談に当たっては､ＤＶ被害者の立場に立って､状況に応じた迅速

かつ的確な対応を取ることが必要です｡ 

ＤＶ被害者からの相談や、医療関係者等からの通報があった場合に、  

生命に係る危険が及ぶ可能性の高いＤＶ被害者に対しては、まず安全を 

確保するための最大限の努力が必要です｡そのためには、ＤＶ被害者に対し、

ＤＶに関する様々な情報の提供や警察の協力による安全の確保、さらには、

必要に応じて女性サポートセンター等による一時保護や地方裁判所による

保護命令の発令が求められます。 

これらを迅速かつ的確に対応するためには、女性サポートセンター、  

地方裁判所、医療機関、警察、市町村、地域の配偶者暴力相談支援センタ

ーとの連携・協力が必要不可欠です｡ 

一方、暴力から逃れ、自立した生活を希望するＤＶ被害者に対しては、

様々な情報を提供するとともに、関係機関と連携しながら、ＤＶ被害者自

らの意思に基づいた生活再建のための支援を行っていく必要があります｡ 

また、外国籍のＤＶ被害者や高齢者、障害のあるＤＶ被害者のほか、  

県外から避難してきたＤＶ被害者についても、等しく相談や支援が受け 

られるようにする必要があります。 

 

 

（個別目標） 

（１）ＤＶ被害者の安全の確保と、自らの意思に基づく生活再建のための支援
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取組みの方向 

 

 適切な一時保護の実施 

女性サポートセンターでは、暴力を避けるために家を出て避難を求め

るＤＶ被害者やその子どもの安全を速やかに確保するため、自らの施設

で一時保護を行っています。 

しかし、女性サポートセンターが満室である場合や、外国籍のＤＶ 

被害者で日本語による会話が困難である、加害者の執拗な追及を回避 

するなど、ＤＶ被害者により適した避難場所を確保する必要がある場合

には、一時保護委託契約を結んでいる社会福祉施設や民間のシェルター

などで保護を行っています。 

さらに、加害者の追及が激しく県内では利用者の安全確保が図れない

と判断される場合には、広域相互利用による県外の婦人相談所へ保護を

依頼しています。 

今後もＤＶ被害者の状況に応じ適切な一時保護を実施していくと 

ともに、特に高齢者、障害者などについては、社会福祉施設や医療機関

などと連携を強化することにより、入所者の不安を緩和しながら安心 

して援助が受けられるような一時保護についての検討を行います。 

 

 安全確保のための取組み 
加害者からの更なる身体に対する暴力により、その生命または身体に

重大な危害を受ける恐れが大きい場合は、加害者をＤＶ被害者から引き

離す保護命令という制度があります｡ 

平成 13 年 10 月のＤＶ防止法施行以来、平成 18 年 2 月までに県内で

は 291 件の保護命令が発令され、警察では配偶者暴力相談支援センター

と連携を図りながら、申立人であるＤＶ被害者の安全確保に取り組むと

ともに、保護命令違反の加害者を 5名検挙しました。 

配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ被害者に対しては、保護命令

制度について十分説明し、ＤＶ被害者が保護命令の申立てを希望する 

場合には、書面の作成、申立書等の記入方法等の助言を行い、ＤＶ被害

者が円滑に保護命令の申立てができるよう配慮しています｡ 
さらに、配偶者暴力相談支援センターや市町村の相談窓口に加害者が

訪問すること等も想定し、追及者からＤＶ被害者を守るための「マニュ

アルⅢ」を活用し、ＤＶ被害者の安全確保のための対策を講じています。 
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警察においては、ＤＶが行われていると認めた場合、または暴力が 

行われる恐れがあると認めた場合には、ＤＶ被害者の意思も踏まえ、 

加害者を検挙するほか、指導警告を行うなど、ＤＶによる被害の発生を

防止するための措置を講じています。 
なお、ＤＶ被害者に保護命令が発令された場合には、警察は速やかに

ＤＶ被害者と連絡を取り、ＤＶ被害者の意向を確認した上で住居を訪問

するなど、ＤＶによる危害を防止するための留意事項及び緊急時の迅速

な通報等について教示し、加害者による危害からＤＶ被害者の生命、 

身体の安全確保に取り組みます。 
また、加害者と接触する可能性のある相談員や保健・医療関係者等に

ついては、日頃から警察をはじめ関係機関との連携を密にするなど、自

らの安全を確保するための方策についても、留意する必要があります｡ 
今後とも県では、警察や裁判所などの関係機関と連携しながら、ＤＶ

被害者と支援者等の一層の安全確保に努めていきます｡ 
 

 住宅の確保 

ＤＶ被害者が生活再建をする上で、新たな生活の受け皿となる住宅の

確保は極めて重要です。 

しかしながら、ＤＶ被害者の多くは、家賃が高いことや、住宅へ入居

する際の保証人が得られないことから､新たな住宅の確保が困難となっ

ています｡ 

現在、県営住宅については、ＤＶにより婚姻関係が事実上破綻して 

いる女子とその扶養している 20 歳未満の子からなる世帯については、 

当選の確率を優遇した「特枠該当者」としての申込みが認められていま

す。 

今後は、地域における住宅の家賃や空き家の状況などを総合的に勘案

した上で、県営住宅の優先的な入居について検討していきます。 

また、市町村営住宅についても、優先入居等について要請していきま

す｡ 

さらに、民間住宅に入居する際の障害となっている保証人については､

民間支援団体等による確保を検討するとともに、民間支援団体の協力に

より保証料の貸付けを実施していきます｡ 

なお、民間住宅等の活用については、今後も引き続き検討していきま

す｡ 
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 就労の支援 

ＤＶ被害者が生活再建をする上で、就職先の確保は住宅の確保ととも

に極めて重要ですが、ＤＶ被害者の中には、これまで就職の経験がなか

ったり､長く就労を離れていた人が多数います。 

現在、県民を対象に、就職に向けたパソコンやホームヘルパー等の 

資格取得を目的とする無料の講座を 2 ヶ月単位で開催しているほか、 

職業訓練施設に通うことが困難な人を対象に、自宅などでもＩＴ技能や

ビジネス実務の修得ができるよう、インターネット回線を利用したｅ－

ラーニング就職支援講座※など、初心者向けのほか実務に役立つ講座を

実施しています。 

今後は、これらの講座をより一層充実させるとともに、関係機関と  

連携を図りながら、積極的な情報提供に努めていきます。 

また、ＤＶ被害者の安全の確保や子育ての事情などから、通勤が困難

な人のためには、在宅勤務や内職、住込み就労など、ＤＶ被害者本人の

希望や置かれている状況に合わせた求人情報の提供を図るとともに、 

ハローワーク等と連携しながら、自ら情報を入手できる体制を整えます。 

子どものいるＤＶ被害者については、速やかに就労が可能となるよう、

保育所への優先入所について、市町村等とも連携しながら今後も一層 

推進していきます。 

さらに、就職したい女性の相談や職業能力開発などの包括的な支援を

行う拠点として今後設置を予定している｢ちば仕事プラザ」（仮称）の 

活用を図ります｡ 

 

 生活保護の実施責任の明確化 
所持金を持たずに避難したＤＶ被害者が、生活再建に当たり誰からの

援助も受けられず、就労もできない場合には、生活保護が必要となり 

ます。 

現在､女性サポートセンターの一時保護を利用している県内のＤＶ 

被害者に係る生活保護の実施責任は、ＤＶ被害者が新しい住所地に転出

するまでの間は、これまで住んでいた市町村における福祉事務所が負う

ことになっています。 

 

※ｅ－ラーニング就職支援講座 

パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して学習、職業訓練を行う

講座のこと。職業訓練開発施設等に通所することに制約がある人がインターネ

ットを活用して、自宅などでＩＴ技術やビジネス実務を習得できます｡ 
 



 
 

 ６２

今後とも、生活保護に係る市町村担当者会議等を通じて、生活保護の 

実施責任の明確化について、徹底を図ります。 

一方、県外から避難してきたＤＶ被害者が女性サポートセンターの 

一時保護を利用した場合の生活保護の実施責任については、福祉事務所

の判断に任されているため、取扱いが一律ではなく、速やかな生活保護

の適用の妨げとなっています｡ 

今後は、ＤＶ被害者の生活保護の実施責任が、全国的に統一が図られ

るよう国に要望していきます｡ 

 

 精神的なケアの充実 

ＤＶ被害者は、信頼すべき配偶者からの継続的な暴力により、「誰も

信じられない｡」、「もう逃げられない。」という絶望感、配偶者から追及

されるという恐怖感、心配して眠れないなど、様々な深い心の傷を負っ

ています｡ 

女性サポートセンターで一時保護を利用したＤＶ被害者に対しては、 

加害者から逃れてきた思いや気持ちなど、ＤＶに関する基本的な事柄に

ついて、心理担当者によるカウンセリングを実施しています。また、  

ＤＶ被害者本人のみならず、同伴児童に対しても、保育士等と連携しな

がらカウンセリングを実施しています｡ 

ＤＶ被害者が受けた心の傷を癒やし、心身の健康を回復するためには 

長い時間を要することが多く、ＤＶ被害者の中には、過去に受けた暴力

により、本人が意図しないのに過去の苦痛などの気持ちがよみがえる 

こと､体験を思い出すような状況や場面を意識的または無意識に避け 

続けること､あらゆる物音や刺激に対して過敏に反応し､不眠やイライ

ラが続くことなど、いわゆるＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）の  

症状が発症することがあります｡ 

今後は、ＤＶ被害者の心の健康の回復に重点をおき、一時保護所を 

退所した後でも、入所者の希望に応じ、来所によるカウンセリング等を

実施できる体制づくりを検討するとともに、女性サポートセンターに 

おいて入所者の健康管理や精神的なケアの一層の充実を図ります。 

 

 心の支えとなる支援 
生活再建を進める上で､多くのＤＶ被害者は、誰の支えもなく、様々

な手続きを一人で行わなければならない状況に置かれています。 
保護命令､離婚、親権などに係る手続き、新たな住居設定、就業支援
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や福祉制度を利用する際など､地方裁判所、家庭裁判所、住宅斡旋者、

ハローワークや福祉事務所等において各種の手続きが必要となります｡ 
しかしながら、ＤＶ被害者の中には、精神的に不安定であったり、  

保育を必要とする乳幼児がいることや、加害者からの追及が不安で外出

ができないことなどから、一人では手続きを行うことが困難な人がいま

す｡ 
このことから、ＤＶ被害者に寄り添った支援ができる民間支援団体の

協力により、ＤＶ被害者が各種の手続きを円滑に行えるよう、同行支援

のあり方について検討の上、実施します｡ 
また、新たな生活を始めることができたにもかかわらず、身近に相談

できる親戚や知人がいないＤＶ被害者については、慣れない土地での 

生活や、一人で行う子育ての悩みなどを抱えることが多く、心の支えを

必要としています｡ 
そこで、民間支援団体の協力により、心身のケアも含め、生活全般の

相談が受けられるよう、訪問支援のあり方についても検討の上、実施 

します｡ 
 

 生活再建に向けた中長期的な支援の検討 
ＤＶ被害者が暴力により受ける医学的・心理学的影響として、暴力  

直後の外傷や打撲などのほか、不安､抑うつやＰＴＳＤ(心的外傷後スト

レス障害）等の精神的障害を訴えるケースが見受けられます。 
ＤＶ被害者が受けた心の傷を癒やし、心身の健康を回復するためには 

多くの場合、長い時間を要します。 

中長期的なケアとしては、子育てや経済的な支援を受けながら、段階

的に生活再建を目指すステップハウス、同じ境遇にある人たちが共同し

ながら暮らすグループホーム※、同じ不安や悩みを持つ人たちが集まり、 

 

※ グループホーム 

ＤＶを受けたという同じ境遇にある何人かのＤＶ被害者が、支援者の援助を

受けながら地域社会の通常の住宅で協働しながら生活することにより、生活の

再建を目指すもの。代表的なものに、高齢者や障害者、児童などのグループ  

ホームがあります。 
（「社会福祉用語辞典」（ミネルヴァ書房）より） 
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話し合いを通じて精神的な治癒を図る自助グループ※などが考えられ 

ます。 
現時点ではこうした中長期的なケアの事例が少ないため、民間支援 

団体と連携し、これらの情報収集を図るとともに、そのあり方や支援に

ついて検討していきます｡ 
 

 ＤＶ被害者支援のための証明書の利用拡大 
ＤＶ被害者が加害者の医療保険の被扶養者から外れ、新たに国民健康

保険に加入する場合には、加害者の協力が得られず、事業主を通じ所用

の手続きをとることが困難な場合があります。 

また、ＤＶ被害者が県営住宅への優先入居及びその子どもの保育所へ

の優先入所の申込みをする場合や、児童手当の受取人の変更申請をする 

場合には、ＤＶに係る来所相談あるいは一時保護利用の事実の証明書が

必要となります｡ 

このため、県内 15 か所の配偶者暴力相談支援センターにおいて、  

ＤＶに係る相談事実等の証明書を発行し、これらの手続きが円滑に図ら

れるよう配慮しています｡ 

しかしながら、ＤＶ被害者が銀行の口座を開設したり、他県で医療 

保険の離脱手続きをするなどの場合には、相談事実等の証明書を利用 

することができない場合があります｡ 

このため、相談事実等の証明書の利用拡大について関係機関に協力を

依頼するとともに、全国どこでも利用が可能な相談事実等の証明書を 

定めることについて、国に要望していきます。 

 

 母子・寡婦福祉制度の活用 

県では、母子家庭または寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を

図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するため、母子及び寡婦

福祉法に基づいて母子・寡婦福祉資金の貸付を実施しています。 

貸付対象者のうち、「配偶者のない女子」の中に、一時保護されて  

 

※ 自助グループ 

共通の悩みや苦しみを持つ当事者同士が自発的に集まり､共感､失われた自身

の回復、共通課題の認識や解決の試みといったことを目的に、互いに支え合う

グループのこと。 
（「社会福祉用語辞典」（ミネルヴァ書房）より） 
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から 1年以上経過した場合には、ＤＶ被害者を「配偶者から遺棄されて

いる女子」に該当するものと認定し、貸付の対象にしています。 

ＤＶ被害者は所持金を持たないまま避難することが多いことから、 

当面の生活資金が必要となりますが､現状ではすぐに母子・寡婦とは 

認められないため､生活資金の貸付が受けられません｡ 

このため、ＤＶ被害者に対しても速やかに母子・寡婦福祉資金の  

貸付ができるよう国に対して要望していきます。 

 

 ＤＶ職務関係者研修等の充実 

配偶者暴力相談支援センターや市町村、警察、民間支援団体において

ＤＶ被害者からの相談や支援を行う職員等にあっては、ＤＶは潜在化 

しやすい上、加害者に罪の意識が薄いため、被害が深刻化しやすいと 

いう特性を十分に理解した上で、ＤＶ被害者の置かれた立場に常に配慮

しながら、ＤＶ被害者支援を行うことが必要です。 

特に、ＤＶ被害者と接する場合には、ＤＶ被害者は心身ともに傷付い

ていることに十分留意する必要があり、こうした理解が足りず、不適切

な対応をすることで、更なる被害、いわゆる二次被害が生じることの 

ないよう、十分な配慮が必要です。 

また、ＤＶ被害者の安全確保を第一に考えながら、例えば、加害者の  

元から避難しているＤＶ被害者の居所が加害者に知られてしまう、ある

いはＤＶ被害者を支援しているものの氏名等が加害者に知られてしま

うといったことのないよう、ＤＶ被害者及びその支援者に関する秘密の

保持についても十分な配慮が必要です。 

このようなことから、相談及び支援に携わる職員や民間支援団体に 

おける支援者が能力を向上し、ＤＶ被害者への適切な対応が行えるよう

にするため、ＤＶ職務担当者研修や地域ＤＶセミナー、家庭等における

暴力対策担当管理職研修のほか、新たな課題を視野に入れた研修の充実

を図ります。さらに、相談や支援に携わる人材を育成するため、公募に

よる県民を対象に研修を開催します。 

 

 地域における支援者に対する研修の充実 

ＤＶは家庭内で行われることから、外部からの発見が困難である上に、

ＤＶ被害者本人が暴力を受けていてもＤＶとは認識していなかったり、

相談窓口を知らないことや、周囲の目を気にして相談に至らないことが

あります｡ 
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また、加害者からの報復を恐れている、所持金がない、乳幼児や介護

すべき人がいるなど、本人が抱える様々な事情から、保護を求めること

をためらう人もいます。 

こうした相談や保護が本来必要なＤＶ被害者に対しては、地域におけ

る支援者が、ＤＶ被害者の安全を第一に考え、相談窓口や一時保護施設

の情報提供を行うとともに、緊急な場合には一時保護を促すなどの助言

等を行う必要があります｡ 

このことから、ＤＶ被害者と関わることの多い婦人相談員、母子自立

支援員、民生委員・児童委員、人権擁護委員、保健師、警察職員等、   

地域における支援者には積極的な協力が求められます｡ 

また、ＤＶ被害者が心身の健康の回復や生活基盤の安定に向け、生活

再建の過程においても、地域における支援は不可欠となります。 

これらの地域において、それぞれの支援者が力を十分に発揮しながら、

円滑かつ積極的な支援が行われるよう、ＤＶ問題に対する認識やＤＶ 

被害者に対する理解を深めるとともに、専門的な知識や組織的な対応に

ついて学ぶための連絡会議や研修会を一層充実します。 

 

 二次被害の防止 

加害者から様々な暴力を継続的に受けてきたＤＶ被害者は、自分を 

責めたり、または他人から責められることで自信を無くし、不安を抱え

ながら相談に来ます。 

ＤＶ被害者を支援したいと思ってしたことであっても、支援者がＤＶ

被害者の気持ちを十分に理解せずに不用意に対応することで、ＤＶ被害

者が「受け入れられた。」という感覚を持てなかったり、相談すること

でかえって傷付いてしまうことがあります。 

こうした二次被害を防止するため、ＤＶ被害者の置かれた環境や心身

の状況を理解し､ＤＶ被害者の人権を尊重するとともに、その安全性や

秘密の保持に十分配慮することが必要です｡そのため、県が作成した 

「配偶者からの暴力を受けている女性を支援するために～ＤＶ関係 

機関対応マニュアルⅠ～ver.3」及び「ＤＶ被害者への具体的な対応と  

支援する側のセルフケア～ＤＶ関係機関対応マニュアルⅡ～」等を活用

して、ＤＶ被害者の気持ちに沿った適切な対応ができるよう、相談や 

支援を行う職員等に対する研修の充実を図ります。 
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 相談員等のための心身のセルフケア 

相談員等がＤＶ被害者の話を聞いているうちに、自分自身が暴力を 

受けた感じになったり、恐怖や怒りを覚えたりなど、相談員等自らが 

傷付いてしまうことをいわゆる代理受傷と言います。 

また、それまで一生懸命支援していたのに、突然意欲がなくなり、  

無力感に襲われ､やる気を失ったり、周囲にイライラをぶつけたりふさ

ぎ込んだりすることをバーンアウト（燃え尽き）と言い、これらの状態

になるなど、相談員等の心身の健康が損なわれることがあります。 

このようなことは、相手の話を親身に聞こうとするがために、誰に  

でも起こる可能性があります。相談員等はこうした体験を抱えている 

ことが多く、十分なケアをしないまま相談を受け続けると、重篤な心の

傷となったり、ＤＶ被害者もさらに傷付くこともあります。 

こうしたことを防止するためには、相談員等自らが、スーパーバイザ

ー（専門指導者）からの助言・指導を受けるなど、積極的にケアされる  

機会をつくるほか、相談員等が互いに同様の体験を語り合うなどのケア

が必要となります。 

今後も引き続き、相談員等が心身ともに健康な状態で相談業務に当た

ることができるよう、職場内研修や事例検討会を開催するほか、相談員

等のための電話相談を活用するなど、相談員等のための心身のセルフ 

ケアが進む環境づくりを推進します。 

 

 婦人相談員による支援 

婦人相談員は、知事または市長の委嘱により、女性サポートセンター

や各健康福祉センターのほか、一部の市または区の福祉事務所に配置 

されており、ＤＶ防止法施行前からＤＶ被害者の相談に応じるなど、 

必要な助言を行っています。 
今後も、その専門知識や経験を生かし、ＤＶ被害者の態様に応じた 

適切な援助を行うことが必要であり、生活再建や保護命令制度の利用、

保護施設の利用等についての情報提供や助言、関係機関との連絡調整等、

ＤＶ被害者の立場に立ち、適切な支援に取り組みます。 
 

 円滑な一時保護のための都道府県間の連携 
加害者の追及が激しいため、ＤＶ被害者は住んでいる都道府県内に 

いることができず、他の都道府県への避難が必要な場合があります｡ 
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このため、関東ブロック婦人相談所長連絡会では、「婦人相談所一時

保護所の広域相互利用にかかる申合せ」を締結し、関東地域の婦人相談

所の円滑な相互利用ができるようにしています｡ 

今後は、関東地域のみならず、全国どこでも迅速かつ円滑に一時保護

所の相互利用ができるような全国統一のルールづくりについて、国に 

要望していきます｡ 

 

 保健・医療関係機関への協力促進（再掲） 

ＤＶは家庭内で行われることから、外部からの発見が困難な状況に

あります。しかしながら、暴力が激しく診療が必要な場合や、子ども  

への影響がある場合には、健康診断や医療行為、歯科治療を行う中で、

医療関係者はＤＶ被害者を発見しやすい立場にあることから、ＤＶ被害

者の発見及び通報において積極的な役割が期待されています。 

このため、医療関係者に対し、通報や情報提供に関する規程、警察

や配偶者暴力相談支援センター等の機能について周知を図るとともに、

ＤＶに関する広報や研修を継続的に行うことが必要です。 

そこで、様々な機会を利用して周知を行うなど、広報・啓発に努め

るとともに、医療関係者を対象とした対応マニュアルを医療関係者と共

同で作成し、配布することにより、発見・通報等への協力を促進します。 

さらに、健康福祉センター・保健センターにおいても、ＤＶ被害者や

その子どもを把握できる機会が多いことから、同様に、発見・通報等へ

の協力を促進します。 
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女性サポートセンターに入所したＤＶ被害者のうち、子どもを同伴する 

ケースは、平成 14 年度は 193 件のうち 112 件(58％)で児童数は 205 名、  

平成 15 年度は 119 件のうち 77 件(65％)で児童数は 132 名、平成 16 年度は

126 件のうち 94 件(75％)で児童数は 163 名となっており、年々子どもの  

同伴率が高くなっています。 

子どもたちの状況は様々ですが、中には自分の考えを他人にうまく伝え

られない子や、年齢の割には発育が十分でない子、表情のない子等が見受

けられます。 

ＤＶ家庭においては、加害者からの暴力は配偶者だけに留まらず、その

子どもに向けられることも多く､また、ＤＶの現場を目撃することにより、

子どもの人格形成や身体的成長過程に深刻な影響を与えています。 

「児童虐待の防止等に関する法律」が平成 16 年 4 月に改正され、「児童

が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的 

外傷を与える言動を行うこと」も児童虐待に当たることが明示されました。 

また、国では、平成 16 年度から平成 18 年度までの 3 か年を研究期間と

して、ＤＶの被害を受けた母子を対象に、精神医学的・心理学的援助の  

観点を含め、居住先の確保、就労などの具体的な生活の再建を目指した  

総合的な支援策を講ずるための調査研究が実施されているところです。 

女性サポートセンターでは、専門相談員､ケースワーカー、心理判定員、

保育士、看護師等を配置し、子どもを連れて入所した場合には、面接など

を行い、子どもの状況を確認しながら、必要な場合には精神的なケアを  

行っています。また、平成 16 年 2 月には、学習室、遊戯室を兼ねた多目的

室を整備し、子どものためのケアを行っています。 

今後は、子どもの安全と権利を守るため、これらの取組みの充実を図り、

児童相談所をはじめ、健康福祉センター、保健センター、母子生活支援  

施設、保育所や幼稚園、学校など、関係機関との連携により、適切な支援

を行っていくことが必要です。 

また、精神的な傷を受けた子どもに対しては、継続的なケアができる  

仕組みが必要となります｡ 

 

 

（個別目標） 

（２）子どもの安全を守り、健やかな成長を保障するための支援 
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取組みの方向 

 

 ＤＶ被害者の子どもの発見とＤＶの防止 

ＤＶ家庭で育つ子どもは、加害者からの暴力や言動により、打撲など

の身体的外傷のほか、著しい心理的外傷を受けている場合が多くありま

す｡ 

これらの子どもについては、他の子どもに比べ、友人等に攻撃的な  

態度をとったり、また、問題行動や多動、不安、自分の殻に閉じこもる、

学習困難などといった行動パターンが見受けられます｡ 

さらには、ＤＶを目撃して育った子どもは、成人してからもパートナ

ーに暴力を振るう可能性が高いという報告もあります｡ 

そのほか、ＤＶ被害者は、自ら暴力を受けることにより情緒不安定に

なることや、子どものしつけを加害者から強要されることなどにより、

子どもに対してあたったり、虐待をしてしまうことがあります｡ 

これらＤＶによる被害の悪循環を最小限に抑えるため、地域において

周囲がＤＶを発見し、通報する体制づくりを進めるとともに、保健・  

医療機関や保育所、幼稚園、学校等との連携を密に図ることにより、  

ＤＶ被害を受けている子どもの早期発見とＤＶの防止に努めます｡ 

 

 子どもの学習機会の確保 

女性サポートセンターの一時保護所を利用するＤＶ被害者が同伴 

する子どもについては、加害者の追及から安全を確保するため通園や 

通学ができず、結果として学習の機会を奪われることがあります。 

ＤＶ被害者の生活再建に向けた支援を行う中で、その子どもについて

は一時保護施設を退所後、速やかに学校等に通えるよう、基本的な生活

習慣や学習態度などを身に付ける環境づくりが重要です。 

そのため、一時保護施設を利用している間も学習ができるよう、学力

に応じた教材等を備え、学習機会の提供に努めていますが、今後は、  

教員経験者を活用するなど、一層の学習機会の提供について検討します。 

また、一時保護施設退所後の子どもについては、教育委員会や学校 

などの協力を得ながら、その安全を最優先に考え、学区を越えた転校や

保育所の優先入所など、ＤＶ被害者の実情に応じ、ＤＶ被害者家庭の 

情報を適切に管理しながら柔軟に対応しています。 

女性サポートセンターでは、今後とも関係機関と連携しながら、子ど

もの就学についての情報提供を積極的に行います。 
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学校においては、個別学習指導など、柔軟に対応する体制づくりに 

努めます。 

 

 子どもの精神的なケア 

ＤＶ家庭に育った子どもは、ＤＶを見たり、親から放置されたり、  

自らも親から暴力を受けるなどにより、ストレスを感じたり、心に大き

な傷を負うことがあります。 

このため、一時保護施設に入所した子どもについては、心理担当者、

保育士が心のケアに当たっており、退所後は必要に応じ関係機関と連携

を図っています。 

今後は、一時保護施設を退所後も継続的なケアが必要と思われる子ど

もについて、症状や発達段階に応じてきめの細かいケアが受けられる 

よう､児童相談所、健康福祉センター､保健センター、学校、医療機関等

と一層の連携・協力に努めます。 

 

 子どもの安全を確保する支援体制の整備 

ＤＶ被害者と同居する子どもが加害者に連れ去られることにより、 

連れ戻そうとするＤＶ被害者の身が危険にさらされることがあります｡ 

平成 16 年のＤＶ防止法の改正により、ＤＶ被害者と同居する未成年

の子どもに対しても接近禁止命令の発令が可能となりました。 

年々、子どもを連れ一時保護を利用するＤＶ被害者が増えてきており､

子どもの安全は、ＤＶ被害者の安心と安全を確保する上で極めて重要な

ことです｡ 

このため、日頃から保育所や幼稚園、小中学校等においては、待ち  

伏せや連れ去り、追及といった加害者の行動に対する危機管理に努める

ことが求められています。 

今後も県では、子どもの安全を確保するため、追及者からＤＶ被害者

を守るための「マニュアルⅢ」などを活用し、教職員研修等において  

その対応を徹底するとともに、学校等においては、警察との緊密な連携

のもと、日頃から安全確保の徹底に向けた体制整備を促進します｡ 
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基本目標３  すべての人が、いつでも、どこでも、 

  必要な支援を受けることができる体制整備  

 

  

 

平成 14 年 4 月に､中核的配偶者暴力相談支援センターとして女性サポー

トセンターを、また、地域における配偶者暴力相談支援センターとして  

女性センターを整備しました。 

さらに、平成 16 年 6 月からは、地域における相談支援体制をさらに充実

させるため、県内 14 か所の健康福祉センターを配偶者暴力相談支援センタ

ーに指定しました。 

その結果、ＤＶ相談件数が平成 15 年度の 2,776 件から､平成 16 年度には

3,917 件と大幅に増加しましたが、これは身近に相談できる場所ができた

ことによるものと考えられます。 

一方、警察においても､平成 14 年以降､年間 700 件を超える相談を受け  

付けているほか、ＤＶ被害者への防犯指導や加害者への指導警告を行って

います｡ 

女性サポートセンターの一時保護を利用するＤＶ被害者は、警察経由で

入所することが多く、そのほか福祉事務所、本人自身の申出や地域の配偶

者暴力相談支援センターなどを経て入所しています。 

また、女性サポートセンターは､ＤＶ被害者に対する相談､一時保護､生活

再建に向けた支援、情報提供などを行いますが、その他にも、県内に 15 か

所ある配偶者暴力相談支援センターの中核としての役割を担っています。 

これまでに、市町村、警察をはじめ、地域におけるＤＶ被害者支援を  

行う機関との連携を図るため、連絡会議や研修会を開催するほか、個別  

事案の支援・対応を検討するケース会議等において、相談事例やケース  

ワーク経験に基づいた助言等も行っています。 

今後も、ＤＶ被害者が抱えている様々な問題に的確に対応していくため

には、女性サポートセンターの諸機能の一層の充実を図る必要があります。 

（個別目標） 

（１）ＤＶ被害者支援の拠点整備 
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取組みの方向 

 

 女性サポートセンターの環境整備 

女性サポートセンターでは、ＤＶ被害者の受入れに当たり、入所者の

緊張と不安を緩和し、安心して生活ができる施設となるよう努めていま

すが、建物の構造上、高齢者や障害者の受入れが難しい状況にあります。 

今後は、段差の解消やエレベーターの設置等、建物の構造上の問題を

解決しながら、ＤＶ被害者にとって安全で、より一層利用しやすい施設

となるよう検討します｡ 

 

 女性サポートセンターの機能充実 

女性サポートセンターは、中核的配偶者暴力相談支援センターとして、

地域配偶者暴力相談支援センターである健康福祉センターや、市町村 

などの相談窓口に情報提供や助言を行うことが期待されています｡ 

また、裁判所、警察署などの関係機関への研修や事例研究会の実施、

ＤＶ被害者支援に関する情報収集・調査研究、関係機関との連絡調整・

情報提供を行うことも期待されています。 

これまで、連絡会議や研修会を開催するほか、個別事案の支援・対応

を検討するケース会議において、相談事例やケースワ－ク経験に基づい

た助言等を行ってきました。 

さらには、他の都道府県との連携が必要な場合には、千葉県のＤＶ 

被害者支援の総合窓口となっています。 

今後は、健康福祉センターや市町村の相談員の専門知識や個別事案 

への対応能力の向上を図るため、女性サポートセンターにおける電話 

相談、来所相談、ケースワークなどの実務研修を行うとともに､ＤＶ  

被害者の実態や支援のあり方に関する調査研究を実施するなど、中核的

機能の充実を図ります。 

 

 警察における相談体制の充実 

ＤＶ被害者は、生命に関わる緊急の場合、警察に助けを求めます。  

救助の要請を受けた警察では、ＤＶも一般の犯罪と同様、厳正に対応 

することとなりますが、ＤＶ被害者の多くは女性であり、それまで男性

に暴力を振るわれ続けていたために、男性に対して恐怖を感じてしまう

ことがあります。また､身体的暴力や性的暴力などの被害状況を伝える
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際、男性に対しては話しづらい場合や説明をためらうことが少なくあり

ません｡ 
このため、相談者の心理的な事情に配慮し、警察署などに女性警察 

職員の配置を促進します。 

 

 ＤＶ職務関係者研修等の充実（再掲） 

配偶者暴力相談支援センターや市町村、警察、民間支援団体において

ＤＶ被害者からの相談や支援を行う職員等にあっては、ＤＶは潜在化 

しやすい上、加害者に罪の意識が薄いため、被害が深刻化しやすいと 

いう特性を十分に理解した上で、ＤＶ被害者の置かれた立場に常に配慮

しながら、ＤＶ被害者支援を行うことが必要です。 

特に、ＤＶ被害者と接する場合には、ＤＶ被害者は心身ともに傷付い

ていることに十分留意する必要があり、こうした理解が足りず、不適切

な対応をすることで、更なる被害、いわゆる二次被害が生じることの 

ないよう、十分な配慮が必要です。 

また、ＤＶ被害者の安全確保を第一に考えながら、例えば、加害者の  

元から避難しているＤＶ被害者の居所が加害者に知られてしまう、ある

いはＤＶ被害者を支援しているものの氏名等が加害者に知られてしま

うといったことのないよう、ＤＶ被害者及びその支援者に関する秘密の

保持についても十分な配慮が必要です。 

このようなことから、相談及び支援に携わる職員や民間支援団体に 

おける支援者が能力を向上し、ＤＶ被害者への適切な対応が行えるよう

にするため、ＤＶ職務担当者研修や地域ＤＶセミナー、家庭等における

暴力対策担当管理職研修のほか、新たな課題を視野に入れた研修の充実

を図ります。さらに、相談や支援に携わる人材を育成するため、公募に

よる県民を対象に研修を開催します。 
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県内の全市町村（合併により 56 市町村）にＤＶ担当課及び相談窓口が 

設置され、市町村におけるＤＶ相談件数は､平成 14 年度が 2,864 件、平成

15 年度が 2,996 件､平成 16 年度が 3,372 件となっており､前年度に比べ､  

平成 15 年度で 4.6％、平成 16 年度で 12.6％と年々伸びています。 

市町村によっては、独自の取組みとして、ＤＶ被害者が加害者から避難

するための交通費や応急的な生活費のほか、民間の宿泊施設に一時的に 

保護した場合の宿泊費の助成や、民間シェルターへの助成など、積極的に

行っているところもあります。 

市町村における相談件数の増加は、県民のＤＶに対する理解が浸透した

ことや、市町村の積極的な取組みによるものと考えられます。 

また、ＤＶの防止及びＤＶ被害者の支援を図る上で、市町村はＤＶ被害

者と身近に接する立場にあり、ＤＶ被害者が置かれている状況や抱えて 

いる問題を把握できることから、その果たす役割は極めて大きいと考えら

れます｡ 

そのため、適切に相談、一時保護、生活再建の支援が行えるような一層

の知識や技術の習得が求められています。 

これまで県においても、毎年度、市町村ＤＶ対策担当課長会議を開催し、

ＤＶ対策に係る共通認識を図るため、情報交換等を行うとともに、各種  

研修会を通じ、相談業務、一時保護、生活再建などＤＶ被害者支援の知識

の習得や能力の向上に努めてきました。 

ＤＶ被害者支援を円滑に行うためには、ＤＶに関する情報を関係機関と

共有することが重要であることから、市町村において、警察、学校、健康

福祉センター、民間支援団体などからなるネットワーク会議の設置が望ま

れます｡ 

なお、市町村においても適切な施設を配偶者暴力相談支援センターに 

指定し、各種の機能を果たすことができるようになったことから、今後の

積極的な取組みが期待されています。 

 

（個別目標） 

（２）地域における支援体制の強化 
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取組みの方向 

 

 地域におけるネットワーク会議の設置促進 

ＤＶ被害者の相談、一時保護及び生活再建に向けた支援に当たっては、

市町村、配偶者暴力相談支援センター、警察、学校、医療機関など関係

機関が共通の認識を持ち、ＤＶ被害者の状況に応じ、関係機関相互に 

おいて聴取内容を共有するための様式の共通化など、緊密に連携を図り

ながら組織的に取り組む必要があります。 

組織的な取組みを行うに当たっては、定期的な会議の開催及び支援の

積み重ねにより、顔の見える関係を確立することや、各機関が果たす 

べき役割を主体的に考え、十分な意見交換が行えるような体制づくりが

重要です。 

このため、地域の実情に応じて、関係機関によるネットワーク会議の

設置や、実際のＤＶ被害者支援に当たっての具体的な支援策について 

検討する実務者会議の設置を促進します。 
 

 スーパーバイザー（専門指導者）の養成 

ＤＶ問題に関する専門的な知識や技術を有し、ケースワークや支援者

のセルフケアに対し、的確な助言・指導ができる専門指導者、いわゆる

スーパーバイザーが必要とされています。 

このため、個々のネットワーク会議やケース検討会議等において、 

助言や指導を行ってきた支援者のうち、実践に裏打ちされた豊富な経験

と知識を有する者に対し、専門性の高い研修を行うことなどにより、 

スーパーバイザーの養成に努めます｡ 
 

 市町村における相談体制の整備 

ＤＶ被害者からの相談については、現在、県内全ての市町村において

受け付けていますが、ＤＶ担当課以外の窓口と共通であったり、開設日

や時間が限られているなど、市町村によってその対応はまちまちです｡ 

このため、ＤＶ被害者が相談したい時に相談できない、窓口が変わる

たびに同じ内容の話をしなければならない等の弊害が発生し、相談者に

よっては苦痛に感じることがあり、相談窓口の統一や、ＤＶ被害者の 

状況に応じ、関係機関相互において聴取内容を共有するための様式の 

共通化が望まれています。 
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今後は、相談窓口を明確にするとともに、それぞれの市町村の実情に

合わせ、ＤＶ被害者のための相談体制の充実に向けた取組みを促進しま

す。 

また、市町村の相談窓口に訪れたＤＶ被害者の身の安全の確保を図る

ためには、速やかな一時保護が必要となることから、女性サポートセン

ターへの迅速な移送について､市町村に対し､引き続き協力を要請しま

す。 

さらに、市町村における配偶者暴力相談支援センター設置に向けた  

取組みを促進するとともに、これらの取組みに対する支援を国に要望 

していきます｡ 

 

 ＤＶ職務関係者研修等の充実（再掲） 

配偶者暴力相談支援センターや市町村、警察、民間支援団体において

ＤＶ被害者からの相談や支援を行う職員等にあっては、ＤＶは潜在化 

しやすい上、加害者に罪の意識が薄いため、被害が深刻化しやすいと 

いう特性を十分に理解した上で、ＤＶ被害者の置かれた立場に常に配慮

しながら、ＤＶ被害者支援を行うことが必要です。 

特に、ＤＶ被害者と接する場合には、ＤＶ被害者は心身ともに傷付い

ていることに十分留意する必要があり、こうした理解が足りず、不適切

な対応をすることで、更なる被害、いわゆる二次被害が生じることの 

ないよう、十分な配慮が必要です。 

また、ＤＶ被害者の安全確保を第一に考えながら、例えば、加害者の  

元から避難しているＤＶ被害者の居所が加害者に知られてしまう、ある

いはＤＶ被害者を支援しているものの氏名等が加害者に知られてしま

うといったことのないよう、ＤＶ被害者及びその支援者に関する秘密の

保持についても十分な配慮が必要です。 

このようなことから、相談及び支援に携わる職員や民間支援団体に 

おける支援者が能力を向上し、ＤＶ被害者への適切な対応が行えるよう

にするため、ＤＶ職務担当者研修や地域ＤＶセミナー、家庭等における

暴力対策担当管理職研修のほか、新たな課題を視野に入れた研修の充実

を図ります。さらに、相談や支援に携わる人材を育成するため、公募に

よる県民を対象に研修を開催します。 
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（３）関係機関の連携強化 

 

配偶者暴力相談支援センターをはじめ、市町村、警察、福祉事務所等、

多くの関係機関が相談、一時保護、生活再建など、ＤＶ被害者の支援を  

行っています。 

ＤＶ被害者に寄り添い、本人の意思を尊重した適切な支援を行うために

は、それぞれの関係機関が共通認識を持ちながら、緊密に連携して取り  

組むことが必要です｡ 

このため、県においては、ＤＶ問題を認識し、情報の共有化を図るため、

平成 13 年 7 月に、知事をはじめ関係機関の長を構成員とする「家庭等に  

おける暴力対策ネットワーク会議」(P128 参照)を設置しました。 

地域においては、女性サポートセンターが「ＤＶ対策ネットワークに 

係る関係者連絡会議」を開催し、関係機関の問題意識や情報の共有化を  

行うほか、関係機関相互の連携強化に努めています。 

また、迅速かつ的確なＤＶ被害者支援を進めるための「ＤＶ関係機関対

応マニュアルⅠ」、ＤＶ被害者への具体的な対応と支援する側のセルフケア

を行うための「マニュアルⅡ」、追及者からＤＶ被害者を守るための「マニ

ュアルⅢ」を活用しながら、関係機関が連携し、ＤＶ被害者の支援を行っ

ています。 

さらには、他都県との連携を図るため、平成 15 年 3 月には、関東ブロ

ック婦人相談所長連絡会において、「一時保護所の広域相互利用にかかる 

申合せ」(P130 参照)を締結し、円滑な一時保護を行っています｡ 

ＤＶ被害者の支援に当たっては、これらの取組みをさらに充実させ、 

他県も含めた広域的な連携についても推進していく必要があります｡ 

 

 

取組みの方向 

 

 「家庭等における暴力対策ネットワーク会議」の開催 

県では平成 13 年度に、家庭等における弱者に対する暴力の防止及び 

ＤＶ被害者の速やかな保護について、関係機関・団体が認識を共有し 

連携を図るため、裁判所や警察、医師会、弁護士会等の関係機関・団体

の長で構成する「家庭等における暴力対策ネットワーク会議」を設置し、   

各機関におけるＤＶ対策の取組状況等について、定期的に情報交換を 

行っています。 

（個別目標） 
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平成 16 年 12 月からは、外国籍のＤＶ被害者や人身取引問題について

も認識の共有化を図るため、出入国管理行政を行う入国管理局も会議に

加わりました。 

今後も、関係機関の協力を得ながら会議を開催し、情報の共有化や 

一層の連携の強化を図ります｡ 
 

 機動力のある支援体制の整備促進 

ＤＶ被害者は、繰り返し振るわれる暴力によって、身体的・精神的に

傷付き､自信を失っています。生命の危険や子どもへの影響が著しく 

なり、暴力から逃れようとしても、所持金がないことや、乳幼児や介護

すべき人がいること、加害者から監視されていることなどの理由から、

自ら進んで相談しない、あるいは相談したくても声をあげることができ 

ないＤＶ被害者がいます。 

このようなＤＶ被害者を支援するためには、日頃から問題解決に関わ

る機関がチームを組み、相互に情報共有を行いながら支援の方策につい

て検討するとともに、見守りができる体制づくりが必要です｡ 

そのため、市町村などが中心となって、関係機関の支援者が迅速に集

まり､対応策を検討できる機動力のある支援体制の整備を促進します｡ 

 

 安全確保のための取組み（再掲） 
加害者からの更なる身体に対する暴力により、その生命または身体に

重大な危害を受ける恐れが大きい場合は、加害者をＤＶ被害者から引き

離す保護命令という制度があります｡ 

平成 13 年 10 月のＤＶ防止法施行以来、平成 18 年 2 月までに県内で

は 291 件の保護命令が発令され、警察では配偶者暴力相談支援センター

と連携を図りながら、申立人であるＤＶ被害者の安全確保に取り組むと

ともに、保護命令違反の加害者を 5名検挙しました。 

配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ被害者に対しては、保護命令

制度について十分説明し、ＤＶ被害者が保護命令の申立てを希望する 

場合には、書面の作成、申立書等の記入方法等の助言を行い、ＤＶ被害

者が円滑に保護命令の申立てができるよう配慮しています｡ 
さらに、配偶者暴力相談支援センターや市町村の相談窓口に加害者が

訪問すること等も想定し、追及者からＤＶ被害者を守るための「マニュ

アルⅢ」を活用し、ＤＶ被害者の安全確保のための対策を講じています。 
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警察においては、ＤＶが行われていると認めた場合、または暴力が 

行われる恐れがあると認めた場合には、ＤＶ被害者の意思も踏まえ、 

加害者を検挙するほか、指導警告を行うなど、ＤＶによる被害の発生を

防止するための措置を講じています。 
なお、ＤＶ被害者に保護命令が発令された場合には、警察は速やかに

ＤＶ被害者と連絡を取り、ＤＶ被害者の意向を確認した上で住居を訪問

するなど、ＤＶによる危害を防止するための留意事項及び緊急時の迅速

な通報等について教示し、加害者による危害からＤＶ被害者の生命、 

身体の安全確保に取り組みます。 
また、加害者と接触する可能性のある相談員や保健・医療関係者等に

ついては、日頃から警察をはじめ関係機関との連携を密にするなど、自

らの安全を確保するための方策についても、留意する必要があります｡ 
今後とも県では、警察や裁判所などの関係機関と連携しながら、ＤＶ

被害者と支援者等の一層の安全確保に努めていきます｡ 
 

 円滑な一時保護のための都道府県間の連携（再掲） 
加害者の追及が激しいため、ＤＶ被害者は住んでいる都道府県内に 

いることができず、他の都道府県への避難が必要な場合があります｡ 

このため、関東ブロック婦人相談所長連絡会では、「婦人相談所一時

保護所の広域相互利用にかかる申合せ」を締結し、関東地域の婦人相談

所の円滑な相互利用ができるようにしています｡ 

今後は、関東地域のみならず、全国どこでも迅速かつ円滑に一時保護

所の相互利用ができるような全国統一のルールづくりについて、国に 

要望していきます｡ 

 
 保健・医療関係機関への協力促進（再掲） 

ＤＶは家庭内で行われることから、外部からの発見が困難な状況に

あります。しかしながら、暴力が激しく診療が必要な場合や、子ども  

への影響がある場合には、健康診断や医療行為、歯科治療を行う中で、

医療関係者はＤＶ被害者を発見しやすい立場にあることから、ＤＶ被害

者の発見及び通報において積極的な役割が期待されています。 

このため、医療関係者に対し、通報や情報提供に関する規程、警察

や配偶者暴力相談支援センター等の機能について周知を図るとともに、

ＤＶに関する広報や研修を継続的に行うことが必要です。 
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そこで、様々な機会を利用して周知を行うなど、広報・啓発に努め

るとともに、医療関係者を対象とした対応マニュアルを医療関係者と共

同で作成し、配布することにより、発見・通報等への協力を促進します。 

さらに、健康福祉センター・保健センターにおいても、ＤＶ被害者や

その子どもを把握できる機会が多いことから、同様に、発見・通報等へ

の協力を促進します。 

 

 女性サポートセンター職員の講師派遣（再掲） 

女性サポートセンターは、平成 14 年の開設以来、平成 18 年 2 月     

までに約 8,500 件のＤＶ相談を受け、約 500 件以上の一時保護と生活 

再建支援を行ってきました。 

生活再建支援に当たっては、保護命令制度の利用に係る情報提供や 

助言、住宅の確保や就労､生活保護、関係機関との連絡調整など、ＤＶ

被害者に寄り添った様々な支援を重ねてきたことにより、女性サポート

センターの職員は、貴重な経験やノウハウを蓄積しています。 

ＤＶ被害者の支援を行う関係者が､ＤＶ被害者の置かれている状況や

実態についての理解と認識を深め、ＤＶ被害者の立場に立ったきめ細か

い支援を円滑に行うためには、これらの貴重な経験やノウハウを直に 

伝えることがより効果的です｡ 

そこで、ＤＶ被害者の支援を行う関係者や法務局の人権擁護委員、 

裁判所の調停委員等を対象とした研修会、警察署ごとに実施される犯罪

被害者連絡会議をはじめ、関係機関が開催する講演会や研修会等へ女性

サポートセンターの職員を講師として派遣し、現場の声を直接伝えて 

いきます。 
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（４）県の相談窓口・一時保護施設への苦情に対する処理体制の確立 

 

ＤＶ被害者は、置かれている環境や心身の状況、抱えている問題も様々

であり､ＤＶ被害者の立場に立ったきめ細かい支援が必要です。 

支援者は日頃から誠意をもって最善を尽くし、支援をしていますが、時

として心無い一言や不適切な対応により､ＤＶ被害者から「一時保護をして

欲しかったのに断られた。」、「親身になって相談に乗ってくれなかった。」  

などの苦情を受けることがあります。 

これらＤＶ被害者から申し出られた苦情や意見を幅広く把握し、必要に

応じ職務の執行の改善に反映することは重要であり、苦情処理の制度を 

確立し、充実していくことは、相談窓口・一時保護施設等に対する信頼性

を高めることにつながります｡ 

現在は、県担当課や女性サポートセンターなどで苦情の内容に応じて、

それぞれの立場で個別に対応しており、統一的なルールを定めて苦情処理

を行っていません。 

適切かつ迅速に苦情に対応し、円滑・円満な解決を図るため､公正・中立

的な立場にある有識者による処理体制も含めて検討する必要があります｡ 

 

 

 

取組みの方向 

 

 苦情処理体制の検討 

条例により設置する第三者的な立場の機関による処理の方法や、関係

審議会の下部組織として苦情処理部会を設置する方法など、苦情処理 

体制のあり方について検討します。 

（個別目標） 



 
 

 ８３

（５）民間支援団体との連携・協働 

 

民間支援団体は、ＤＶ防止法制定前からそれぞれの個性を発揮しながら

ＤＶ問題に積極的に取り組んでおり、ＤＶ被害者支援のための豊富な経験

や技術を有しています。 

その活動内容は、外国人も含むＤＶ被害者相談､講座・研修会を企画・  

実施するほか､カウンセラーの養成､カウンセリング､講師派遣､資金貸付・

補助、シェルターの運営など様々です。 

県内の民間支援団体については、平成 14 年 5 月に 9団体を構成員とする

「ＤＶサポートネットちば」が設立され､それ以後､年々､活動が活発になり、

平成 17 年 12 月現在で、20 団体が県内各地でＤＶ被害者支援の活動を行っ

ています。 

ＤＶ被害者支援活動の輪をより広げ、支援活動の促進を図るために、  

県では､平成 15 年度から｢ＤＶ被害者支援活動ボランティア等養成研修｣を

実施しています｡ 

また､この研修や｢ＤＶ職務関係者研修｣の実施に当たっては、意欲や企画

力のある民間支援団体に運営を委託するなど、連携を図っています。 

さらに、一時保護に当たっては、女性サポートセンターより他の施設で

の保護が適切となる場合もあるため、民間のシェルターや社会福祉施設と

一時保護委託契約を締結しています｡ 

今後も民間支援団体には、ＤＶ被害者の相談、一時保護、生活再建の  

全般にわたり､個性をいかした多様な活動が期待されており、民間支援団体

と県がより良いパートナーシップの確立を図りながら、ＤＶ被害者支援に

向けた取組みについて、連携・協働していくことが重要です。 

 

 

取組みの方向 

 

 「ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議」の開催 

ＤＶ被害者支援を行う 20 の民間支援団体と県とが情報を共有し、  

民間支援団体相互及び県との連携・協働を図ることを目的に､「ＤＶ  

被害者支援活動団体連絡会議」を定期的に開催しています。 

今後は、「ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議」において、情報交換を

一層図るとともに、同行支援、訪問支援など心の支えとなる支援や、  

（個別目標） 
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グループホーム、自助グループ等による中長期的なケアなど、民間支援

団体との連携・協働による新たなＤＶ被害者支援のあり方について、 

具体的に検討していきます。 

 

 民間支援団体への業務委託 

 県では、平成 13 年 4 月のＤＶ防止法制定以降、配偶者暴力相談支援

センターの整備により、適切な一時保護を実施するとともに、関係  

機関・団体とのネットワーク構築や民間支援団体との連携・協働による

支援を行ってきました。 

しかしながら、ＤＶの相談件数は年々増加し、ＤＶ被害者が求める 

支援の内容も多岐にわたっています｡ＤＶ被害者が居住するそれぞれの

地域において、安心で平穏な生活を送るために必要な支援を提供するに

は、関係機関との連携はもとより、民間支援団体とのますますの連携・

協働が不可欠となります。 

民間支援団体は､ＤＶ被害者支援に関する豊富な経験、また、独自の

調査・研究を行うことにより公的機関にはない知識と技術を有している

ことがあります。これまでも､県が主催する研修会等の企画･運営や一時

保護を委託するなど、民間支援団体との連携･協働を図ってきました｡ 

今後、県よりも民間支援団体が実施する方がより効果的と考えられる

場合には、民間支援団体への業務委託について、積極的に検討していき

ます。 

 

 心の支えとなる支援（再掲） 
生活再建を進める上で､多くのＤＶ被害者は、誰の支えもなく、様々

な手続きを一人で行わなければならない状況に置かれています。 
保護命令､離婚、親権などに係る手続き、新たな住居設定、就業支援

や福祉制度を利用する際など､地方裁判所、家庭裁判所、住宅斡旋者、

ハローワークや福祉事務所等において各種の手続きが必要となります｡ 
しかしながら、ＤＶ被害者の中には、精神的に不安定であったり、  

保育を必要とする乳幼児がいることや、加害者からの追及が不安で外出

ができないことなどから、一人では手続きを行うことが困難な人がいま

す｡ 
このことから、ＤＶ被害者に寄り添った支援ができる民間支援団体の

協力により、ＤＶ被害者が各種の手続きを円滑に行えるよう、同行支援

のあり方について検討の上、実施します｡ 
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また、新たな生活を始めることができたにもかかわらず、身近に相談

できる親戚や知人がいないＤＶ被害者については、慣れない土地での 

生活や、一人で行う子育ての悩みなどを抱えることが多く、心の支えを

必要としています｡ 
そこで、民間支援団体の協力により、心身のケアも含め、生活全般の

相談が受けられるよう、訪問支援のあり方についても検討の上、実施 

します｡ 
 

 住宅の確保（再掲） 

ＤＶ被害者が生活再建をする上で、新たな生活の受け皿となる住宅の

確保は極めて重要です。 

しかしながら、ＤＶ被害者の多くは、家賃が高いことや、住宅へ入居

する際の保証人が得られないことから､新たな住宅の確保が困難となっ

ています｡ 

現在、県営住宅については、ＤＶにより婚姻関係が事実上破綻して 

いる女子とその扶養している 20 歳未満の子からなる世帯については、 

当選の確率を優遇した「特枠該当者」としての申込みが認められていま

す。 

今後は、地域における住宅の家賃や空き家の状況などを総合的に勘案

した上で、県営住宅の優先的な入居について検討していきます。 

また、市町村営住宅についても、優先入居等について要請していきま

す｡ 

さらに、民間住宅に入居する際の障害となっている保証人については､

民間支援団体等による確保を検討するとともに、民間支援団体の協力に

より保証料の貸付けを実施していきます｡ 

なお、民間住宅等の活用については、今後も引き続き検討していきま

す｡ 

 

 生活再建に向けた中長期的な支援の検討（再掲） 
ＤＶ被害者が暴力により受ける医学的・心理学的影響として、暴力  

直後の外傷や打撲などのほか、不安､抑うつやＰＴＳＤ(心的外傷後スト

レス障害）等の精神的障害を訴えるケースが見受けられます。 
ＤＶ被害者が受けた心の傷を癒やし、心身の健康を回復するためには 

多くの場合、長い時間を要します。 
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中長期的なケアとしては、子育てや経済的な支援を受けながら、段階

的に生活再建を目指すステップハウス、同じ境遇にある人たちが共同し

ながら暮らすグループホーム、同じ不安や悩みを持つ人たちが集まり、

話し合いを通じて精神的な治癒を図る自助グループなどが考えられ  
ます。 
現時点ではこうした中長期的なケアの事例が少ないため、民間支援 

団体と連携し、これらの情報収集を図るとともに、そのあり方や支援に

ついて検討していきます｡ 
 


