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○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 
（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

終改正：平成十六年六月二日法律第六十四号 
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附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等

の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの

場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳

を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

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、配偶者からの暴力を防

止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を

根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる

心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をい

い、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むも

のとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援する

ことを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 
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第一章の二 基本方針及び基本計画 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第

四項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

に関する基本的な方針（以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

（基本計画） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

４ 主務大臣は、都道府県に対し、基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努

めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施

設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施

設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることができる。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 
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二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下こ

の章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は

警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は

疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとす

る。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定

は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は

疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター

等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に

応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容

について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 
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（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和

二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令

の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を

受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出

があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公

安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者か

らの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条にお

いて「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機

関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相

互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の

申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が

配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）によりその生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下

この条、同項第三号及び第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずる

ものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶

者が生活の本拠を共にする場合に限る。 
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一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきま

とい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならな

いこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び第十二条

第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連

れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居して

いる子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める

ときは、前項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該子の住居（被害者及び当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所が

ないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもする

ことができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条の規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記

載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第二項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの身体に対する暴力（配

偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含む。）に関し

て前三号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事

実があるときは、次に掲げる事項 
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イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第四号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、同項第一号から第三号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載し

た書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを

添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、こ

れを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達す

ることができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第四号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しく

は保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるも

のとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これ

に速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官

署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の

規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁

論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日

における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は

居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があるこ

とにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効

力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存

する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、
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同条第二項の規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命

じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項の規

定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合

について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項の規定による命令に

あっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条

第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過

した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをし

た者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての

理由となった身体に対する暴力と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立て

があったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算

して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の

規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発する

ものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずる

と認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外

の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに第十八

条第一項本文の事情」と、同項第四号中「前三号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号

に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第三号まで

に掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事

情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若

しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求す

ることができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方

を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、こ

の限りでない。 
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（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人

がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はそ

の支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性

質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、 高裁判

所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項に

おいて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれ

ている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、そ

の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関す

る理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加

害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研

究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に
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委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しな

ければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用

のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十

万円以下の過料に処する。 

 

附 則〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第

六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援

センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施

行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立

てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

 

附 則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の

規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律
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による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）

第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後 初にされるものに限る。）が

あった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、

「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する 
基本的な方針 

 

平 成 1 6 年 1 2 月 2 日                 

内 閣 府 、 国 家 公 安 委 員 会 、                 

法務省、厚生労働省告示第１号 

 

第１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的事項 

 １ 基本的な考え方 

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。 

配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、

しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にある。このため、周囲も気付かないうちに暴力がエス

カレートし、被害が深刻化しやすいという特性がある。 

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

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、配偶者からの暴力を防

止し、被害者を保護するための不断の取組が必要である。 

平成 16 年に改正された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13 年法律

第 31 号）の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体が主体的に施策を実施することはもちろんのこと、

国民一人一人が、配偶者からの暴力は身近にある重大な人権侵害であることをよく理解し、配偶者

からの暴力を容認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいくことが必要である。 

 ２ 我が国の現状 

平成 13 年４月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備すること

により、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律が制定された。 

法が施行され、保護命令の制度や、都道府県の配偶者暴力相談支援センターによる相談や一時保

護等の業務が開始されたことにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護について一定の成

果が挙がるとともに、この問題に関する社会の認識もかなり高まってきている。 

平成 16 年６月現在で、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしている施設は全国で 120 施

設となっている。 

配偶者暴力相談支援センターで受け付けた相談の件数は、平成 14 年度で 35,943 件、平成 15 年

度で 43,225 件となっている。年間の相談件数が 2,000 件を超える都道府県がある一方で、相談件数

が 200 件に満たない都道府県もあり、大きな地域差が見られる。婦人相談所等における来所による

夫等の暴力の相談件数についてみると、平成 13 年度で 13,071 件であったものが、平成 15 年度には

19,243 件となっており、相談全体に占める夫等の暴力の割合も 19.2 パーセントから 25.5 パーセン
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トと増加している。 

婦人相談所一時保護所における入所者のうち、夫等の暴力を入所理由とする者も増加しており、

平成 13 年度においては 2,680 件であったものが、平成 15 年度には 4,296 件となっている。また、

警察が対応した配偶者からの暴力相談等の件数は、平成 14 年で 14,140 件、平成 15 年で 12,568 件

となっている。 

保護命令の発令件数は、平成 14 年度で 1,282 件、平成 15 年度で 1,498 件となっている。その内

訳を見ると、平成 15 年度では、接近禁止命令と退去命令が併せて発令された件数が 438 件、接近禁

止命令のみ発令された件数が 1,054 件、退去命令のみ発令された件数が６件となっている。 

こうした法の施行状況も踏まえ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を更に

推進するため、配偶者からの暴力の定義の拡大※、保護命令制度の拡充、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）及び都道府県に

おける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下

「基本計画」という。）の策定並びに市町村による配偶者暴力相談支援センター業務の実施及び被害

者の自立支援等を内容とする配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正

する法律（平成 16 年法律第 64 号）が平成 16 年５月に制定され、同年 12 月２日に施行されたとこ

ろである。今後、改正の趣旨に十分留意して、施策を実施していくことが必要である。 

※ 法の改正により、「配偶者からの暴力」は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動（以下「身体に対する暴力等」という。）をいい、配偶者からの身体に

対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むと規定されている。ただし、

法第３章及び法第４章については、配偶者からの身体に対する暴力に限るとされていることから、

基本方針においても、第２の１(1)及び(2)、同２(1)イ(ｲ)、同２(5)、並びに別添については、

配偶者からの身体に対する暴力に限られている。 

 ３ 基本方針及び基本計画策定の目的 

基本計画は、広範多岐にわたる配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を、総合

的に、かつ、地域の実情を踏まえきめ細かく実施していく観点から、第一線で中心となってこれら

の施策に取り組む都道府県が策定するものである。 

基本方針は、全国あまねく適切に施策が実施されるようにする観点から、法や制度の概要に触れ

つつ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する施策に関する基本的な方針を示したもの

であり、基本計画の指針となるべきものである。したがって、都道府県が基本計画を策定する際は、

基本方針に即しつつ、地域の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望ましい。 

なお、基本方針は、都道府県の判断により基本計画に独自の施策等を盛り込むことを妨げるもの

ではない。 
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第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

 １ 配偶者からの暴力についての通報等及びその対応に関する事項 

  (1) 通報 

   ア 一般からの通報 

配偶者からの暴力は、家庭内で行われることが多く、外部から発見することが困難である上、

被害者も加害者（配偶者からの暴力が行われた場合における当該配偶者又は配偶者であった者

をいう。以下同じ。）からの報復や家庭の事情等様々な理由から保護を求めることをためらう

ことも考えられる。被害者の保護を図るための情報を広く社会から求めるため、法第６条第１

項において、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援

センター又は警察官に通報するよう努めなければならないこととされている。 

国及び地方公共団体においては、通報についての法の規定とその趣旨等について、様々な機

会を利用して啓発に努めることが必要である。 

   イ 医師その他の医療関係者からの通報 

医師その他の医療関係者（医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師等。以下「医療関係者」

という。）は、日常の業務を行う中で、配偶者からの暴力の被害者を発見しやすい立場にある

ことから、医療関係者には、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る。 

そのため、法第６条第２項においても、医療関係者が業務を行うに当たって配偶者からの暴

力の被害者を発見した場合には、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することがで

きることとされ、同条第３項により当該通報は守秘義務違反に当たらないとされている。 

医療関係者にあっては、この趣旨を踏まえ、配偶者からの暴力の被害者を発見した場合には、

守秘義務を理由にためらうことなく、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に対して通報を

行うことが必要である。 

他方で、配偶者からの暴力の被害者の保護は、被害者自身の意思を尊重して行われることが

必要である。例えば、被害者の意思に反し通報が行われると、被害者の受診が妨げられたり、

被害者の安全が脅かされるおそれもある。そのため、医療関係者は、原則として被害者の明示

的な同意が確認できた場合にのみ通報を行うことが望ましい。ただし、被害者の生命又は身体

に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、そのような同意が確認できな

くても積極的に通報を行うことが必要である。 

また、法第６条第４項に規定されているように、医療関係者は、被害者が自らの意思に基づ

き配偶者暴力相談支援センター、婦人相談員、相談機関等を適切に利用できるよう、これらの

関係機関に関する積極的な情報提供を行うことが必要である。 

医療関係者が配偶者からの暴力の被害者の適切な保護に積極的な役割を果たすことができ

るためにも、都道府県において、医療関係者に対し、通報や情報提供に関する法の規定とその
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趣旨、配偶者暴力相談支援センター、婦人相談員、相談機関の機能等について、医療関係者向

けの広報や研修、医療関係者に対する関係機関の協議会への参加の呼びかけ、医療関係者を対

象とした対応マニュアルの作成・配布等様々な機会を利用して周知を行い、医療関係者による

通報や情報提供等、関係機関との連携協力を通じた被害者の保護の促進を図ることが望ましい。 

  (2) 通報等への対応 

   ア 配偶者暴力相談支援センター 

法第７条において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた

場合には、必要に応じ、被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センタ

ーが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨す

るものとするとされている。 

配偶者暴力相談支援センターは、通報を受けた場合、通報者に対し、加害者に知られないよ

うに被害者に配偶者暴力相談支援センターの利用に関する情報を教示してもらうよう協力を

求めることが必要である。また、被害者と連絡が取れた場合は、配偶者暴力相談支援センター

が行う業務の内容等について説明し、助言を行うことが必要である。 

現に被害者に対する危険が急迫していると認められるときは、警察にその旨を通報するとと

もに、被害者に対し、一時保護を受けることを勧奨するなどの措置を講ずることが必要である。

なお、こうした危険が急迫している場合は、都道府県において少なくとも１つの施設で、夜間、

休日を問わず対応できることが望ましい。また、加害者が通報者に対し、何らかの報復行為等

を行うことも考えられることから、通報者の氏名等を公にすることがないよう十分注意するこ

とが必要である。 

   イ 警察 

法第８条において、警察官は、通報やパトロール中での発見等により配偶者からの暴力が行

われていると認めるときは、警察法（昭和 29 年法律第 162 号）、警察官職務執行法（昭和 23

年法律第 136 号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配

偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らないこととされている。 

警察において配偶者からの暴力が行われていると認めた場合は、暴力の制止に当たるととも

に、応急の救護を要すると認められる被害者を保護することが必要である。また、被害者の意

思を踏まえ、加害者を検挙するほか、加害者への指導警告を行うなど配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するための措置を講ずることが必要である。特に、被害者に対しては、加害

者の検挙の有無にかかわらず、事案に応じて、必要な自衛措置その他配偶者暴力相談支援セン

ター等の関係機関や保護命令制度等の教示等配偶者からの暴力による被害の発生を防止する

ための措置について指導及び助言を行うことが必要である。 
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 ２ 被害者の保護に関する事項 

  (1) 被害者からの相談等に関する事項 

   ア 配偶者暴力相談支援センター 

    (ｱ) 配偶者暴力相談支援センターの機能 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者の保護を行う上で中心的な役割を果たす施設で

あり、法第３条第１項において、都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の

適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう

にするものとすることとされ、同条第２項において、市町村（特別区を含む。以下同じ。）

は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにすることができることとされている。 

同一都道府県内の複数の施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすこ

ととした場合、相互を有機的に連携し、その機能を発揮する観点から、都道府県は、これら

の施設の連携の中心となる施設（都道府県が設置する施設に限る。以下「中心施設」という。）

を１か所指定することが必要である。当該都道府県内の市町村が設置する施設において配偶

者暴力相談支援センターの機能を果たすこととした場合、中心施設はこれらの市町村の施設

との連携にも配慮することが必要である。 

なお、自立支援を含む被害者の保護を図る上で、市町村の果たす役割は極めて大きいこ

とから、都道府県及び市町村は十分連携をとり、被害者の保護に積極的に取り組むことが望

ましい。 

また、配偶者暴力相談支援センターにおいては、加害者が訪問すること等も想定し、安

全確保のための対策を講ずることが必要である。 

    (ｲ) 相談を受けた場合の対応 

法第３条第３項第１号において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する各般

の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること

とされている。 

配偶者暴力相談支援センターにおいて被害者の相談に当たる職員は、被害者から電話に

よる相談があった場合には、その訴えに耳を傾け、適切な助言を行うこと、被害者に来所し

て相談したいとの意向があれば、これを促すことなどが必要である。また、来所した被害者

の面接相談を行う場合には、その話を十分に聴いた上で、どのような援助を求めているのか

を把握し、被害者の抱える問題を正しく理解して、問題解決に向けて助言を行うことなどが

必要である。さらに、保護を受けるか否かについては被害者本人が判断し決定すべきことで

あることから、被害者に対し、関係機関の業務内容の説明や助言を行うとともに、必要な保

護を受けることを勧奨することなども必要である。 

被害者に対する相談・支援を行うに当たっては、被害者の国籍、障害の有無等を問わず

プライバシーの保護、安心と安全の確保、受容的な態度で相談を受けること等、被害者の人

権に配慮した対応を行うことが必要である。 

また、不適切な対応により、被害者に更なる被害（二次的被害）が生じることのないよ

う留意することが必要である。 
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   イ 警察 

(ｱ) 相談を受けた場合の対応 

犯罪等による被害を未然に防止し、国民の安全と平穏を確保するため、配偶者からの暴

力に関する相談に真摯に対応することが必要であるが、配偶者からの暴力は、身体に対する

暴力に限られないことから、警察以外の機関が取り扱うことが適切であるものも含まれてい

ることに留意することが必要である。また、配偶者からの身体に対する暴力に関する相談に

ついても、被害者の保護を適切に行うために、関係機関との連携を強化することが必要であ

る。 

警察において配偶者からの暴力が行われていると認めた場合又は暴力が行われるおそれ

があると認めた場合は、加害者について、被害者の意思を踏まえ、検挙するほか、加害者へ

の指導警告を行うなど配偶者からの暴力による被害の発生を防止するための措置を講ずる

ことが必要である。加害者への措置を講ずるに当たって、ストーカー行為等の規制等に関す

る法律（平成 12 年法律第 81 号）の活用に関し、被害者やその親族、支援者等に対する、同

法第２条のつきまとい等の行為がある場合は、警告、禁止命令等の発動を検討することが必

要である。 

被害者に対しては、事案に応じて、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関、警察本

部長等の援助の制度及び保護命令制度等の教示等配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するための措置について指導及び助言を行うことが必要である。 

また、法第 14 条第２項の規定により裁判所から警察に対し書面の提出が求められた場合

において、これに速やかに応じることができるよう、警察において、被害者が相談した際の

状況及びこれに対して執った措置の内容について、適切に記録し、保管することが必要であ

る。 

なお、配偶者からの暴力により、被害者は、心身ともに傷ついており、自らの被害につ

いて積極的に申立てを行うことができないおそれがあり、また警察による対応の過程で更に

傷つくおそれがあることなどから、被害者の負担を軽減し、かつ、二次的被害が生じること

のないよう、女性警察職員による相談対応、被害者と加害者とが遭遇しないような相談の実

施等被害者が相談しやすい環境の整備に努めることが必要である。 

    (ｲ) 援助の申出を受けた場合の対応 

法第８条の２において、警視総監若しくは道府県本部長（道警察本部の所在地を包括す

る方面を除く方面については、方面本部長）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けてい

る者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があ

り、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公

安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶

者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとすることとされ

ている。 



 
 

 １０７

警察においては、被害者から同条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合に、申出が相

当であると認めるときには、被害者から援助申出書の提出を求め、次に掲げる措置のうち、

適切なものを採ることにより援助を行うことが必要である。 

ａ 被害者に対し、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するため、その状況に応じ

て避難その他の措置を教示すること。 

ｂ 加害者に被害者の住所又は居所を知られないようにすること。 

ｃ 被害者が配偶者からの暴力による被害を防止するための交渉を円滑に行うための措

置（被害者に対する助言、加害者に対する必要な事項の連絡又は交渉場所としての警

察施設の供用）。 

ｄ その他申出に係る配偶者からの暴力による被害を自ら防止するために適当と認める

援助。 

   ウ 人権擁護機関 

法務省の人権擁護機関では、人権相談所や「女性の人権ホットライン」といった専用電話を

設け、配偶者からの暴力を含めた相談を受け付けるほか、被害者から、人権侵犯による被害を

受け、又は受けるおそれがある旨の申告等があった場合は、速やかに救済手続を開始する。 

上記相談や申告を受け、配偶者からの暴力事案を認知した場合は、人権侵犯事件として所要

の調査を行い、配偶者暴力相談支援センター、警察等と連携を図りながら、被害者に必要な助

言、婦人相談所等一時保護施設への紹介などの援助をし、暴力行為に及んだ者等に対しては、

これを止めるよう、事案に応じて、説示、啓発を行うことにより、被害者の保護、救済に努め

ることが必要である。 

  (2) 被害者に対する医学的又は心理学的な指導等に関する事項 

法第３条第３項第２号において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者の心身の健康を回復

させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこととされている。 

   ア 婦人相談所 

被害者は、繰り返される暴力の中でＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の障害を抱える

ことも多く、また、加害者からの追及の恐怖、経済的な問題、将来への不安等により精神的に

不安定な状態にある。同伴者も同様に心理的被害を受けている場合も多い。こうした被害者に

対する医学的又は心理学的な援助については、事案に応じ、医師、心理判定員、婦人相談員、

看護師等、相談・保護に関わる職員が連携して行うことが必要である。 

婦人相談所においては、心身に大きな被害を受けている被害者に対して、心理判定員等によ

る心理学的諸検査や面接を行い、被害者の心理的な被害の状況を把握して、事案に応じた心理

学的側面からの指導等を行うことが必要である。 

また、疾病等の有無や診療の要否について、医学的な面から判定し、被害者の心身の健康状

態を踏まえて、今後の必要な措置について検討するなど、適切に対応することが必要である。 
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   イ 女性センター等 

いわゆる「女性センター」等については、本来、被害者に対して医学的又は心理学的な指導

を行うことを目的に設置されたものではないが、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を

果たす施設においては、婦人相談所等と連携して、被害者の心身の健康を回復させるための必

要な対応をとることが望ましい。 

   ウ 児童相談所 

平成 16 年４月に公布され、同年 10 月に施行された児童虐待の防止等に関する法律の一部を

改正する法律（平成 16 年法律第 30 号）において、児童虐待の定義の見直しが行われ、子ども

の目前で配偶者に対する暴力が行われること等、直接子どもに対して向けられた行為ではなく

ても、子どもに著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に含まれること等が明確にさ

れ、適切な対応を講じていくこととされている。 

児童相談所においては、医学的又は心理学的なケアを必要とする子どもに対しては、精神科

医や心理判定員等が連携を図りながら、個々の子どもの状況に応じてカウンセリング等を実施

することが必要である。 

また、婦人相談所に入所している子どもであっても、婦人相談所等と連携して、子どもの面

前で配偶者に対する暴力が行われること等による心理的外傷の状況等を踏まえ、通所や訪問と

いう形をとりながら、個別的な心理療法や集団療法等の援助を行うなど、子どもの状況に応じ

適切に対応することが望ましい。 

  (3) 被害者の保護に関する事項 

法第３条第３項第３号及び同条第４項において、被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族）の一時保護を、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとされている。 

   ア 婦人相談所 

婦人相談所における一時保護については、被害者本人の意思に基づき、(ｱ)適当な寄宿先が

なく、当該者に被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要であると認められる場合、

(ｲ)一時保護所での短期間の生活指導、自立に向けた援助が有効であると認められる場合、(ｳ)

心身の健康回復が必要であると認められる場合等に行うものである。 

また、一時保護の期間は、援助の施策のうちどれが も適当であるかを決定し、婦人保護施

設や母子生活支援施設への入所等の措置が執られるまでの間や短期間の指導、援助を行うため

に必要な 小限の期間としているが、入所者の状況により、事案に応じて、弾力的に対応する

よう配慮することが必要である。 

同伴する子どもについては、男子高校生など婦人相談所で保護することが適当でないと判断

される場合には、児童相談所の一時保護所で保護するなど、児童相談所等関係機関との連携を

図ることが必要である。 
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一時保護に当たっては、被害者本人の状況、同伴者の有無等を勘案し、婦人保護施設や母子

生活支援施設等、状況に応じ適切な一時保護委託先で保護するなどの対応を行うことが必要で

ある。 

一時保護の受入れに当たっては、入所者の緊張と不安を緩和し、安心して援助を受けること

ができるという気持ちが持てるよう留意することが必要である。また、入所者の疾病や心身の

健康状態等により、医療的ケアや心理的ケアを行うなど、適切な職員を配置し、心理判定員、

婦人相談員等関係する職員が連携して問題の整理・解決を図ることが必要である。 

一時保護は被害者本人からの依頼のほか、福祉事務所、警察、児童相談所等の関係機関から

の依頼があるが、被害者は金銭や保険証等を所持せずに保護となる場合も多く、また、被害者

及び同伴する子どもに対する加害者からの追及のおそれ等もあることから、福祉事務所、警察

等関係機関と速やかに連絡を取るなど、緊密な連携を図ることが必要である。 

被害者の支援については、加害者等の追及から逃れるため、県外の施設で保護する広域措置

も増加しており、都道府県域を越えた広域的な連携が必要である。そうした連携を行う際は、

費用負担の問題を含め、地方公共団体間において適切に対応できるよう、保護の実施責任等の

明確化を図ることが必要である。 

また、被害者が相談等を行った機関の所管区域を越えて、他の区域での保護を希望する場合

は、移管先の機関に当該事案の相談内容及び対応状況に関する情報を的確に提供し、被害者が

円滑に支援を受けられるよう配慮することが必要である。 

また、法における被害者は女性であるか、男性であるかを区別していないことから、男性の

被害者も配偶者暴力相談支援センターを利用することができるが、一時保護については、あら

かじめ、男性の被害者の保護に適した施設を委託先として検討し、必要な場合に一時保護の委

託を行う等の対応を行うことが望ましい。 

   イ 被害者の一時保護を委託する施設 

婦人相談所一時保護所における一時保護の件数は年々増加しており、その受入れが困難とな

っている場合には、民間シェルター等に対する一時保護委託の拡充等の対応が必要である。一

時保護委託契約を締結している施設数は、120 施設（平成 15 年３月１日現在）から 168 施設

（平成 16 年３月１日現在）へと大幅に増加しており、委託契約施設の種別を見ると、婦人保

護施設、母子生活支援施設、乳児院、児童養護施設、軽費老人ホーム、救護施設、民間団体等

となっている。 

一時保護委託は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第３条第４項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（平成 13 年告示第 254 号）を満たす者に委託して行

うものとされている。また、一時保護委託施設における食事の提供、保健衛生、防災及び被服

等の支給については、一時保護所と実質的に同等の水準のものとなるようにするとともに、被

害者の人権、配偶者からの暴力の特性、安全の確保や秘密の保持等に関する研修を受けた職員

により入所者の保護を行うことが必要である。 
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一時保護後、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所など、次の段階の援助の施策に移行

するために、婦人相談所と一時保護を委託された施設は、入所者の処遇等について緊密な連携

を図ることが必要である。 

   ウ 婦人保護施設等 

法第５条において、都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができると

されている。 

単身で保護された被害者については、婦人相談所一時保護所を退所した後、必要な場合は婦

人保護施設への入所等の措置を執ることが必要である。婦人保護施設においては、適切な職員

を配置し、心身の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行うことが必要である。 

なお、婦人保護施設が設置されていない地方公共団体においては、その必要性の有無につい

て、不断に吟味することが必要である。 

また、被害者に同伴する子どもがいる場合は、母子生活支援施設への入所等の措置を執るこ

とが必要である。母子生活支援施設においては、適切な職員を配置し、子どもの保育や教育等

を含め、母子について心身の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行うことが

必要である。 

  (4) 被害者の自立の支援に関する事項 

法第３条第３項第４号において、配偶者暴力相談支援センターは、被害者が自立して生活する

ことを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、また、

同項第６号において、被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係

機関との連絡調整その他の援助を行うこととされている。 

これらの規定については、被害者が自立して生活することを促進するための援助に係る配偶者

暴力相談支援センターの業務について、具体的な例示を含めて規定することによって明確化を図

り、その一層適切な実施を図ることを目的に設けられたものである。関係機関との連絡調整につ

いては、日ごろから連携協力の体制を整備するため配偶者暴力相談支援センターが中心となって

関係機関の協議会を設置することや、配偶者暴力相談支援センターに相談に来た被害者について、

個別に関係機関と連絡をとり、自立支援のために必要な措置が適切に行われるよう調整を行うこ

とが望ましい。 

配偶者暴力相談支援センターにおいては、以下に掲げる情報提供等の事務を適切に行うことが

必要である。 

   ア 就業の促進 

被害者の自立を支援する上で、被害者の就業に向けた支援を促進することが極めて重要であ

る。配偶者暴力相談支援センターにおいては、被害者の状況に応じて公共職業安定所、職業訓

練施設、職業訓練制度等についての情報提供と助言を行い、事案に応じて当該関係機関と連絡

調整を行うなど、被害者の就業に向けた支援に努めることが必要である。 
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公共職業安定所や職業訓練施設においても、被害者の自立支援のために適切な対応を講ずる

よう努めることが必要である。 

また、子どものいる被害者については、母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業相

談等の対象となるので、こうした機能の活用についても積極的に促すことが必要である。 

   イ 住宅の確保 

被害者の自立を支援するためには、被害者の居住の安定を図ることは極めて重要である。こ

のため、国及び地方公共団体はこのような被害者が自立して生活することができるように、受

け皿となる住宅の確保に努めることが必要である。 

特に公営住宅への入居については、地方公共団体において、地域の住宅事情や公営住宅スト

ックの状況等を総合的に勘案しつつ、優先入居や被害者が若年単身である場合に対応した目的

外使用の実施などについて特段の配慮を行うことが必要である。その際、地方公共団体の内部

において公営住宅の事業主体、福祉部局、配偶者暴力相談支援センター等の関係者の間で緊密

な連携を図り、被害者の自立支援のために適切な対応を講ずるよう努めることが必要である。 

国においては、民間賃貸住宅への入居に際して必要となる保証人が確保されない場合、民間

の家賃債務保証会社等に関する情報の提供について、配偶者暴力相談支援センターとの連携を

図るよう、民間賃貸住宅にかかわる団体に対する要請に努める。 

配偶者暴力相談支援センターにおいては、被害者に対し、事案に応じ、住宅の確保について

情報提供等を行うことが必要である。 

   ウ 援護 

生活保護制度は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定により、保有する資産、能

力等あらゆるものを活用しても、なお 低限度の生活を維持することができない者に対して、

低生活費の不足分に限って保護費を支給するとともに、その自立を助長するものである。 

配偶者暴力相談支援センターにおいては、被害者に対し、事案に応じ、生活保護制度の適用

について、福祉事務所に相談するよう、情報提供等を行うことが必要である。 

また、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の規定に基づく母子生活支援施設における保

護の実施、児童扶養手当法（昭和 36 年法律第 238 号）の規定に基づく児童扶養手当の支給に

ついて、情報提供等を行うことが必要である。 

なお、法による婦人相談所が行う一時保護の施設の入所者については、他に居住地がない限

り、居住地がない者と認定し、現在地保護を行うため、その場合は、当該施設の所在地を所管

する保護の実施機関が生活保護の実施責任を負うことが必要である。 

   エ 健康保険 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者から医療保険に関わる相談があった場合、以下につ

いて、事案に応じた情報提供等を行うことが必要である。 

    (ｱ) 健康保険においては、被扶養者は被保険者と生計維持関係にあることが必要であり、生計

維持関係がなければ被扶養者から外れること。 
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    (ｲ) 国民健康保険組合の行う国民健康保険においては、組合員の世帯に属していなければ、そ

の対象から外れること。 

    (ｳ) 被害者は、被害を受けている旨の証明書を持って保険者へ申し出ることにより、被扶養者

又は組合員の世帯に属する者から外れること。 

    (ｴ) 被害を受けている旨の証明書は、婦人相談所が発行すること、また、子どもなどの家族を

同伴している場合には、その同伴者についても証明書を発行すること。 

    (ｵ) 被扶養者又は組合員の世帯に属する者から外れた場合には、年金の第３号被保険者につい

ては、第１号被保険者となる手続が必要になること。 

    (ｶ) 市町村の行う国民健康保険においては、事実上の住所及び他の公的医療保険に加入してい

ないことの確認により、配偶者とは別の世帯として、国民健康保険に加入することが可能で

あり、市町村において相談すべきこと。 

   オ 国民年金 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者から国民年金に関する相談があった場合、以下につ

いて、事案に応じた情報提供等を行うことが必要である。 

    (ｱ) 被害者が国民年金の第３号被保険者（会社員、公務員などの被扶養配偶者）であって、当

該被害者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合は、第３号被保険者から第

１号被保険者となる手続きが必要となること。 

    (ｲ) 上記の手続きは、現在住んでいる市町村において行うこと。その際、年金手帳が必要とな

ること。 

    (ｳ) 第１号被保険者になった場合は、自らが保険料を負担する義務が生じること。 

    (ｴ) また、生活保護法による扶助を受けている場合や、経済的に保険料の納付が困難な場合等

は、保険料の免除制度等があることから、市町村において相談すること。 

   カ 同居する子どもの就学 

被害者の保護と自立の支援を図る上で、同居する子どもの就学に関する問題は、極めて重要

である。今般、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され

たことから、配偶者暴力相談支援センターは、制度の趣旨及び概要について、教育委員会及び

学校に周知を図ることが必要である。配偶者暴力相談支援センターは、被害者や被害者と同居

している子どもに対して接近禁止命令が発令された場合にはその旨を学校に申し出るよう被

害者に促すことが必要である。 

また、教育委員会や学校は、被害者の子どもの転校先や居住地等の情報を適切に管理するこ

とが必要である。 

配偶者暴力相談支援センターは、教育委員会や学校と連携し、被害者に対し、必要に応じ、

同居する子どもの就学について情報提供等を行うことが必要である。 

   キ 住民基本台帳の閲覧等の制限 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に対し、住民基本台帳の閲覧等に関し、被害者を保

護する観点から、以下の措置が執られていることについて、事案に応じ、情報提供等を行うこ

とが必要である。 
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    (ｱ) 措置の目的 

配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部

の写しの閲覧（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 11 条）、住民票の写し等の交付

（同法第 12 条）及び戸籍の附票の写しの交付（同法第 20 条）について、不当な目的により

利用されることを防止する。 

    (ｲ) 申出の受付 

市区町村長は、配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者から、(ｳ)に掲げる支援

措置の実施を求める旨の申出を受け付ける。 

申出を受け付けた市区町村長は、支援措置の必要性について、警察等の意見を聴き、確

認する。 

    (ｳ) 支援措置 

加害者が判明している場合、加害者からの請求については、「不当な目的」（住民基本台

帳法第 11 条、第 12 条及び第 20 条）があるものとし、交付しない又は閲覧させないことと

する。 

その他の第三者からの請求については、加害者が第三者になりすまして行う請求に対し

交付する又は閲覧させることを防ぐため、住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証

明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行う。 

また、加害者からの依頼を受けた第三者からの請求に対し交付する又は閲覧させること

を防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行う。 

   ク その他配偶者暴力相談支援センターの取組 

配偶者暴力相談支援センターは、各々の実情を踏まえ、事案に応じ、離婚調停手続について

の相談対応、弁護士による法律相談窓口の紹介や、被害者の状況に応じ関係機関への付き添い

を行うことなど、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずることが望ましい。 

  (5) 保護命令制度の利用等に関する事項 

   ア 保護命令制度の利用  

法第３条第３項第５号において、配偶者暴力相談支援センターは、保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこととされている。 

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に対し、保護命令制度について説明し、被害者が保

護命令の申立てを希望する場合には、申立先の裁判所や申立書等の記入方法等についての助言

を行い、被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが必要である。 

また、関係機関への連絡については、必要に応じ、配偶者暴力相談支援センターが地方裁判

所に対し、配偶者暴力相談支援センターの連絡先、裁判所内で加害者が被害者を待ち伏せする

おそれがあることから警備が必要であること、及び配偶者暴力相談支援センターの関係者が申

立人の裁判所への出頭に付き添うことなどを連絡することが考えられる。 

なお、保護命令の具体的な手続は、別添のとおりである（別添参照）。 
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   イ 保護命令の通知を受けた場合の対応 

法第 15 条第３項において、保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及

びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するも

のとされている。 

警察において法第 15 条第３項による通知を受けた場合は、速やかに被害者と連絡を取り、

被害者の意向を確認した上で被害者の住所又は居所を訪問するなどして、配偶者からの暴力に

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することが必要

である。被害者の親族、支援者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれがあると認められるとき

は、被害者の承諾を得た上で、これらの者に対し、被害者に対する保護命令が発せられている

ことを教示し、加害者による危害から自らの生命又は身体の安全を確保するための措置を教示

することが必要である。 

また、加害者に対しても、保護命令違反が罪に当たることを認識させ、保護命令が確実に遵

守されるよう指導警告等を行うことが必要である。 

  (6) 民間団体との連携に関する事項 

法第３条第５項において、配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必

要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連

携に努めるものとするとされている。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護については、この問題に取り組む民間団体も大きな

役割を担っており、被害者の多様な状況に対応するためには、このような民間団体と配偶者暴力

相談支援センターとが適宜連携を取りながら対応することが必要である。 

   ア 婦人相談所 

婦人相談所は一時保護の委託先となっている民間団体と連携を図り、できるだけ、被害者に

とって安全で利用しやすい場所で保護できるように対応することや、入所者の処遇等について

連携を図ること等、実情に応じて民間団体の協力を得ながら被害者の問題解決に向けて協力す

ることが必要である。 

また、都道府県においては、婦人相談所を始め各関係機関で被害者の相談等に従事する職員

に対する専門研修を実施し、婦人相談所においては、福祉事務所、女性センター、婦人保護施

設、民間団体等様々な関係機関との連携を強化するため、連絡会議やケース検討会議等を開催

するネットワークを整備するなど、被害者に対する各種支援のための事業を実施しており、こ

うした事業の実施に当たっては、民間団体を含め関係機関との連携を図ることが必要である。 

   イ 婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センター 

婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターにおいても、実情に応じて民間団体と連携を

図りながら被害者の保護に取り組むことが必要である。 

民間団体との連携の例としては、相談業務、広報啓発業務、同行援助等の自立支援、研修等

における専門的知見の活用、関係機関の協議会への参加の招請等様々なものが考えられる。ど
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のような連携を行うかは、配偶者暴力相談支援センターの状況、当該地域に存在する民間団体

の状況、個々の被害者の状況等個別の事案に即して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護を効果的に行う観点から、それぞれの配偶者暴力相談支援センターにおいて判断することが

望ましい。 

  (7) 婦人相談員の役割に関する事項 

法第４条において、婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができるとさ

れている。 

婦人相談員は、婦人相談所、福祉事務所等において配偶者からの暴力の被害者に関する各般の

相談に応じるとともに、その態様に応じた適切な援助を行うことが必要である。 

また、被害者は不安感を抱えながら相談に訪れることが多いため、被害者にとっての安全を第

一に考え、秘密が守られる環境の中で、その訴えが十分受け入れられることが重要である。した

がって、婦人相談員は被害者の立場に立って共に問題解決を図ろうとする援助者であることにつ

いて被害者の理解を得ること、信頼関係に基づいて援助を行うことが必要である。 

さらに、問題の解決に当たっては、被害者自らが選択、決定することが基本であり、婦人相談

員は、このために必要な情報を提供し、適切な助言を行うことが必要である。また、被害者の自

立の促進、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、助言、関係機関との連

絡調整等、法第３条第３項各号に規定されている業務について中心的な役割を担うものであり、

こうした各種の援助が的確に実施されるよう、関連の法律や施策、制度等について十分な知識を

有するよう努めることが必要である。 

  (8) 福祉事務所の役割に関する事項 

法第８条の３において、福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法（昭和

39 年法律第 129 号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な

措置を講ずるよう努めなければならないとされている。 

福祉事務所においては、生活保護法の規定により、保有する資産、能力等あらゆるものを活用

しても、なお 低限度の生活を維持することができない者に対して、 低生活費の不足分につい

て保護費を支給するとともに、その自立を助長することが必要である。 

また、児童福祉法の規定により、児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、

必要な調査を行うこと、母子生活支援施設における保護を実施することが必要である。さらに、

母子及び寡婦福祉法の規定により、母子自立支援員等が、母子家庭の母又はこれに準ずる状態に

ある者の自立支援を図るため、職業能力の向上及び求職活動等、就業についての相談や生活相談

に積極的に応じること、及び児童扶養手当法の規定に基づく児童扶養手当の支給を行うことが必

要である。 

 ３ 関係機関の連携協力に関する事項 

法第９条において、配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市

町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われ
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るよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとするとされている。 

被害者の保護及び自立支援を図るためには、法に掲げられた機関を始め、人権擁護委員や被害者

の保護及び自立支援に関する施策を所管する関係機関が共通認識を持ち、日々の相談、保護、自立

支援等様々な段階において、緊密に連携しつつ取り組むことが必要である。 

このためには、配偶者暴力相談支援センターを中心とした関係機関の協議会の設置、被害者の保

護及び自立支援のモデルケースを想定し、マニュアル等の形で関係機関の相互の協力のあり方をあ

らかじめ決めておくことなどが有効であると考えられる。 

自立支援を含む被害者の保護を図る上で、被害者と身近に接する立場にある市町村の主体的な取

組も極めて重要である。市町村の関係機関も、法において市町村の関係機関が明記された趣旨を踏

まえ、他の関係機関と連携を図りながら協力するよう努めることが必要である。 

被害者に対する加害者の追及が激しい場合等は、市町村又は都道府県の枠を超えた関係機関の広

域的な連携が必要になる場合も考えられ、こうしたことを想定して、あらかじめ、近隣の地方公共

団体と連携について検討しておくことが望ましい。 

また、被害者の子どもについて、必要に応じ、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律（平

成 12 年法律第 82 号）による措置が講じられるよう、関係機関は、児童相談所、福祉事務所等との

連携を推進することが望ましい。 

被害者が不法滞在外国人である場合には、関係機関は地方入国管理局と十分な連携を図りつつ、

被害者に対し適切な対応をとることが必要である。 

 ４ 職務関係者による配慮・研修及び啓発に関する事項 

法第 23 条第１項において、配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係

のある者（以下「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、

その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないとされている。 

また、同条第２項において、国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者

からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとするとされてい

る。 

職務関係者においては、配偶者からの暴力は外部からその発見が困難な家庭内で行われるため潜

在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあり、被害が深刻化しやすいという特

性等を十分理解した上で、被害者の置かれた立場に配慮して職務を行うことが必要である。特に被

害者と直接接する場合は、被害者が配偶者からの暴力により心身とも傷ついていることに十分留意

することが必要である。こうしたことに対する理解が不十分なため、被害者に対して不適切な対応

をすることで、被害者に更なる被害（二次的被害）が生じることのないよう配慮することが必要で

ある。 

また、職務関係者が職務を行う際は、被害者の安全の確保を第一に考えつつ、例えば、加害者の

元から避難している被害者の居所が加害者に知られてしまう、あるいは被害者を支援している者の
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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被害者及びその支援者に関する秘密の保

持に十分配慮することが必要である。 

また、加害者の元から避難している被害者と同居する子どもが通学する学校や通所する保育所に

おいては、被害者から申出があった場合には、関係機関と連携を図りつつ、加害者に対して被害者

の居所が知られることがないように、十分配慮することが必要である。 

外国人や障害者である被害者等の人権の尊重が必ずしも十分徹底されていないとの指摘がある

ことを踏まえ、法においては、職務関係者は、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊

重しなければならないことが確認されたところである。法が対象としている被害者には、日本在住

の外国人（在留資格の有無を問わない。）や障害のある者も当然含まれていることに十分留意しつつ、

それらの被害者の立場に配慮して職務を行うことが必要である。 

職務関係者に対する研修及び啓発においては、以上に述べたとおり、配偶者からの暴力の特性や

被害者のおかれた立場を十分に理解した上での対応が徹底されるよう配慮することが必要である。 

特に、被害者と直接接する立場の者に対する研修及び啓発においては、二次的被害の防止の観点

が重要である。また、相談員については、その職務の特性から、職務遂行の過程でいわゆる「バー

ンアウト（燃え尽き）」状態等心身の健康が損なわれることがあり、こうしたことのないよう配慮す

ることが必要である。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、職務関係者に対する研修の実施、相談の手引等の作

成・配布、ホームページを通じた職務執行に資する情報の提供等に積極的に努める。 

 ５ 苦情の適切かつ迅速な処理に関する事項 

法第９条の２において、配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又

は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者か

ら苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとするとされている。 

苦情の処理に当たっては、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な

解決の促進や信頼性、適正性の確保を図ることが必要である。 

関係機関においては、申し出られた苦情について、誠実に受け止め、適切かつ迅速に処理し、必

要に応じ職務の執行の改善に反映するとともに、可能な限り処理結果について申立人に対する説明

責任を果たすことが望ましい。関係機関において、苦情処理制度が設けられている場合には、その

制度に則して処理を行うことが必要である。 

 ６ 教育啓発に関する事項 

法第 24 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深

めるための教育及び啓発に努めるものとするとされている。 

配偶者からの暴力の防止の観点からは、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許さ

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ある。啓発は国民各界各層を対象に行うこ

とが必要であるが、啓発を行うに当たっては、配偶者からの暴力には、身体に対する暴力のみなら

ずいわゆる精神的暴力及び性的暴力も含まれることに留意することが必要である。 
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例えば、配偶者からの暴力の実態や配偶者からの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、被害者の保護のための仕組み等について啓発を行うことが考えられる。 

啓発の実施に際しては、関係機関が連携協力して取り組むことが効果的だと考えられる。 

啓発の方法については、ポスター・パンフレットの作成・配布の他にも、シンポジウムの開催や、

地域における各種団体の研修会や講座等の機会を活用するなど様々な方法が考えられる。こうした

啓発を通じて、地域住民に対して、配偶者からの暴力に関する的確な理解と協力が得られるよう努

めることが必要である。 

配偶者暴力相談支援センターの連絡先等については、加害者の目につきにくい方法を工夫するな

ど、被害者の立場に立った広報を行うことが必要である。また、外国人や障害者である被害者に対

しても、適切な情報が提供されるよう留意することが必要である。 

さらに、配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭・地域において、人権尊重の意識を

高める教育や男女平等の理念に基づく教育を促進することが必要である。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、毎年 11 月 12 日から２週間にわたって実施している

「女性に対する暴力をなくす運動」を中心として、ポスター・パンフレットの作成・配布、テレビ

等を通じた積極的な啓発に努める。また、毎年 12 月４日から１週間にわたって実施している「人権

週間」においては「女性の地位を高めよう」を強調事項に掲げるなど、積極的な国民への広報啓発

に努める。さらに、配偶者からの暴力の防止につき教職員等に対する理解の促進にも努める。 

 ７ 調査研究の推進等に関する事項 

法第 25 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資す

るため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関す

る調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとするとされ

ている。なお、調査研究に当たり、被害者と接する必要がある場合は、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等に十分配慮することが必要である。 

  (1) 加害者の更生のための指導について 

調査研究に当たっては、加害者の更生のための指導としてどのようなものが有効であるかにつ

いては未解明な部分が多く、場合によっては、被害者にとって非常に危険なものとなり得ること

についても十分留意することが必要である。 

加害者の更生のための指導の方法によっては、加害者が、更生のための指導を受けているとい

う事実をもって、被害者やその関係者に事実に反し加害者が更生したとの錯覚を与えるおそれが

ある。また、更生のための指導を受けたことで保護命令の対象となる暴力の範囲を学習し、それ

に当たらない言葉による脅しなどを行うようになるおそれもある。 

国においては、これまで諸外国の加害者の更生のための指導に関する制度や被害者の保護を図

る観点から、加害者の更生のための指導に関するプログラムが 低限満たすべき基準及びその実

施に際して 低限留意すべき事項について調査研究を行ったところである。また、「ドメスティ

ック・バイオレンス（ＤＶ）の加害者に関する研究」（法務総合研究所）として、配偶者からの
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暴力等が刑事事件となった事案を取り上げて分析調査等を実施し、我が国における配偶者からの

暴力等の実態を把握するとともに、それを引き起こす要因等を探求し、とりわけ加害者に焦点を

当ててその特性を明らかにした上、更生のための指導方法を見極めることなどを目的とした研究

を行ったところである。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、被害者の安全を第一に考えつつ、調査研究の推進

に努める。 

  (2) 被害者の心身の健康の回復について 

被害者の心身の健康を回復させるための方法等について、調査研究の推進に努めることが必要

である。 

国においては、厚生労働科学研究費補助金による研究事業として、平成 13 年度から平成 15 年

度までの３か年を研究期間として、配偶者からの暴力の被害を受けた女性及びその子どもを対象

に、被害の実態を精神健康の観点を中心に広く調査研究する「ＤＶ被害者における精神保健の実

態と回復のための援助の研究」を実施し、また、平成 14 年度から平成 16 年度までの３か年を研

究期間として、配偶者からの暴力において母子ともに被害を受けることによる、子どもへの心理

的影響を明らかにし、その後の発達、社会適応上の問題を明らかにするとともに、援助方法を検

討する「母親とともに家庭内暴力被害を受けた子どもへの心理的支援のための調査」を実施して

いるところである。 

さらに、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、配偶者からの暴力の被

害を受けた母子を対象として、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

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として「家庭内暴力被

害者の自立とその支援に関する研究」を実施しているところである。国においては、配偶者から

の暴力の被害の実態把握や被害者の自立支援に寄与するため、引き続き調査研究の推進に努める。 

  (3) 人材の育成等 

被害者の保護に係る人材の育成及び資質の向上については、職務関係者に対する研修等を通じ、

十分配慮することが必要である。 

 ８ 民間の団体に対する援助等に関する事項 

法第 26 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る

ための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとするとされている。 

配偶者からの暴力の防止及び自立支援を含む被害者の適切な保護は、国及び地方公共団体におい

て主体的に取り組んでいるところである。 

しかしながら、民間の支援団体の中には、旧法が制定される以前からこの問題に取り組むなど、

被害者保護のための豊富なノウハウを有し積極的に被害者の保護に取り組んでいる団体も多くある。

また、弁護士会や医師会等の理解と協力は、被害者の保護、自立支援を図る上で重要である。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るためには、国及び地方公共団体と民間団体等と

が緊密に連携を取りながら、より効果的な施策の実施を図っていくことが必要である。 
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連携の例としては、一時保護の委託及びそれ以外の緊急一時的な保護、相談業務、広報啓発業務、

同行援助等の自立支援、研修等における専門的知見の活用、関係機関の協議会への参加の招請等様々

なものが考えられるが、どのような連携を行うかは、それぞれの地域の実情と民間団体等の実態を

踏まえ、地方公共団体において判断することが望ましい。 

また、それぞれの地域における配偶者からの暴力の状況、公的な施設の状況、当該民間団体等へ

の援助の必要性、適格性等を踏まえ、地方公共団体の判断において、連携内容に応じ、情報提供、

資料の提供、財政的援助等の必要な援助を行っていくことが望ましい。 

国においては、上記の事項に十分配慮して、民間団体等に対し、各種の調査報告書の配布やホー

ムページを通じた情報の提供、研修会等の講師として民間団体の代表を招へいするなど連携を取り

つつ積極的な施策の展開に努める。 

 

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

 １ 基本方針の見直し 

法の施行後３年を目途として、その施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて

必要な措置が講ぜられるものとされていることから、基本方針についても策定後３年を目途に見直

すこととする。その際は、被害者の保護に取り組む民間団体等広く関係者の意見を聴取する。 

なお、特別の事情がある場合は、３年を待たず見直すこととする。 

 ２ 基本計画の策定の手続等の指針 

  (1) 基本計画の策定 

   ア  関係部局の連携 

基本計画の策定に当たっては、基本方針に掲げた各項目の関係部局が連携して取り組むこと

が望ましい。 

   イ  関係者からの意見聴取 

基本計画の策定に当たっては、被害者の保護に取り組む民間団体等広く関係者の意見を聴取

することが望ましい。 

  (2) 基本計画の見直し 

基本計画については、基本方針の見直しに合わせて見直すことが必要である。その際は、上記

(1) に掲げる基本計画の策定に準じた対応をとることが必要である。 

また、見直しは、それまでの施策の実施状況等を勘案して行うことが必要である。 

なお、計画期間内であっても、新たに基本計画に盛り込むべき事項が生じるなどの場合は、必

要に応じ、基本計画を見直すことが望ましい。 
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   別添 保護命令の手続 

 

第１ 概要 

保護命令の制度とは、「配偶者からの身体に対する暴力」を受けた被害者が、更なる「配偶者からの

身体に対する暴力」を受けることによりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合

に、被害者の生命又は身体の安全を確保することを目的として、裁判所が、配偶者に対し、①被害者

への接近等の禁止、②被害者の子への接近等の禁止又は③被害者と共に生活の本拠としている住居か

らの退去等を内容とする「保護命令」を発令し、配偶者がこれに違反した場合には刑事制裁を加える

ことで、被害者の生命又は身体の安全を確保しようとする制度である（配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律（以下「法」という。）第４章）。 

 

第２ 保護命令の種類 

 １ 接近禁止命令（法第 10 条第１項第１号） 

配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の住居（３の退去命令の対象

となる被害者と配偶者が生活の本拠を共にする住居を除く。）その他の場所において被害者の身辺に

つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものである。 

 ２ 子への接近禁止命令（法第 10 条第２項） 

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、前に又は同時に発令された接近禁止命令の有効期間

が経過する日までの間、被害者とその成年に達しない子が同居する住居（３の退去命令の対象とな

る被害者と配偶者が生活の本拠を共にする住居を除く。）、就学する学校その他の場所において当該

子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものである。 

配偶者が被害者の子へ接近することは、一般的には、被害者の生命又は身体に危害が加えられる

おそれを直接に生じさせる行為ではないことから、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 64 号。以下「改正法」という。）による改正前に

おいては、保護命令による禁止行為とはされていなかったが、例えば、配偶者が被害者の幼年の子

をその通園先等において連れ去り、配偶者の元に連れ戻してしまうと、その子の身上を監護するた

めに被害者が自ら配偶者に会いに行かざるを得なくなるなど、被害者が配偶者との面会を余儀なく

されると認めるべき場合があり、そのような場合には、被害者への接近禁止命令が発せられていて

も、被害者と配偶者が物理的に接近することにより被害者が配偶者から更に身体に対する暴力を加

えられる危険が高まり、その効果が減殺されてしまうことがあり得ることから、改正法により、被

害者への接近禁止命令の効果が減殺されることを防止するため、被害者への接近禁止命令と併せて、

被害者の子への接近禁止命令が設けられたものである。 
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 ３ 退去命令（法第 10 条第１項第２号） 

配偶者に対し、命令が効力を生じた日から起算して２月間、被害者と共に生活の本拠としている

住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものであり、改

正法により退去の期間が２週間から２月間に延長されるとともに、当該住居の付近をはいかいする

ことの禁止が加えられたものである。 

 

第３ 保護命令の申立ての手続 

 １  申立人 

  (1)  保護命令の申立てをすることができるのは、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者（「被

害者」）である（法第 10 条第１項本文）。 

  (2) 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離

婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚し

たと同様の事情に入ることを含む（法第１条第３項）。 

また、改正法により、「配偶者からの暴力」については、身体に対する暴力に限らず、これに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を含むものとされているが（法第１条第１項）、保護命令

の手続の対象となるのは、改正法による改正前と同様、配偶者からの「身体に対する」暴力を受

けた被害者に限られる（法第 10 条第１項柱書）。「身体に対する暴力」とは、身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう（法第１条第１項）。 

  (3) さらに、改正法による改正前は、元配偶者に対して保護命令を発令することは認められていな

かったが、配偶者からの身体に対する暴力を受けた場合にあっては、離婚直後の時期が一連の身

体に対する暴力の危険が も高まる時期であると指摘されていること、配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に離婚をした場合にあっては、婚姻中の身体に対する暴力と離婚後において配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力は、一体的なものとして評価することが可

能であることなどの理由から、改正法により、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合であっても、３（1）の要件を満たすときは、当該配偶者であった者に対して保護命令を発

令することができることとされたものである（第 10 条第１項柱書）。 

 ２ 管轄裁判所 

保護命令の申立てに係る事件（以下「保護命令事件」という。）は、次の地を管轄する地方裁判

所の管轄に属する。 

  (1) 相手方である「配偶者」の住所の所在地（法第 11 条第１項） 

  (2) 日本国内に相手方の住所がないとき又は住所が知れないときは、その居所の所在地（同項） 

  (3) 申立人の住所又は居所の所在地（同条第２項第１号） 

  (4) 保護命令の申立てに係る「配偶者からの身体に対する暴力」が行われた地（同項第２号） 

  (5) 被害者の子への接近禁止命令の申立てに係る事件については、被害者への接近禁止命令を発令

する裁判所又は発令した裁判所（法第 10 条第２項） 
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 ３ 保護命令発令の要件 

保護命令が発令される要件は、次のとおりである。 

  (1) 保護命令に共通の要件 

申立人である被害者が配偶者からの「更なる」身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する

暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力）によりその生命又は身体に重大な危害を受

けるおそれが大きいこと（同項本文） 

元配偶者に対する保護命令の発令の要件が「引き続き」身体に対する暴力を受けるおそれが大

きいこととされているのは、婚姻継続中の身体に対する暴力との一体性が必要であることによる

ものと考えられる。 

  (2) 被害者の子への接近禁止命令の発令のため特に必要とされる要件 

   ア 裁判所が(1) の要件があることを認めて、接近禁止命令を発令したこと又は同時に発令する

こと（法第 10 条第２項本文） 

   イ 被害者がその成年に達しない子（以下単に「子」という。）と同居していること（同項本文） 

   ウ 被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止す

るため必要であると認められること（同項本文） 

なお、この必要性の認定は、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っている

ことその他の客観的事情の存在により認められる必要がある。 

   エ 子が 15 歳以上であるときは、その同意があること（同項ただし書） 

一定の判断能力を備えていると認められる 15 歳以上の子については、その意思を十分に尊

重するために、その子の同意がある場合に限り、被害者の子への接近禁止命令を発することと

されたものである。 

  ４ 申立ての方法等 

  (1) 保護命令の申立ての方法 

保護命令の申立ては、書面（申立書）でしなければならず、その記載事項は、配偶者暴力に関

する保護命令手続規則（平成 13 年 高裁判所規則第７号。以下単に「規則」という。）の定める

形式的記載事項（第１条参照）のほか、次のとおりである（法第 12 条第１項）。なお、これらの

事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10 万円以下の過料に

処せられる（法第 30 条）。 

   ア 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況 

   イ 配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力）により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認

めるに足りる申立ての時における事情 

   ウ 被害者の子への接近禁止命令の申立てをする場合にあっては、被害者が同居している子に関
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して配偶者（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者）と面会することを余儀なくされるこ

とを防止するため被害者の子への接近禁止命令を発令する必要があると認めるに足りる申立

ての時における事情 

   エ 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの身体に対する暴力に

関してアからウまでの事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無 

   オ エにおいて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があるときは、次の事項 

    (ｱ) 当該配偶者暴力相談支援センター又は警察職員の所属官署の名称 

    (ｲ) 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

    (ｳ) 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

    (ｴ) 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

  (2) 保護命令の申立てに当たって提出すべき資料 

(1) の申立書に(1) オの事項の記載がない場合には、申立書には、(1) アからウまでの事項に

ついての申立人の供述を記載した公証人の宣誓認証のある書面を添付しなければならない（法第

12 条第２項）。 

「宣誓認証」とは、書面の作成名義人が、公証人の面前において、その書面の記載の真実であ

ることを宣誓した上で、その書面に署名若しくは押印し、又はその書面にある署名若しくは押印

が自己の意思に基づくものであることを認めたことを、公証人が認証することをいう（公証人法

第 58 条ノ２第１項）。 

公証人の宣誓認証を得るためには、公証人役場において、公証人に対し、宣誓認証の嘱託をす

ることになる（公証人法第１条第２号、第 60 条、第 28 条）。書面の記載の虚偽であることを知

って宣誓をした者は、10 万円以下の過料に処せられる（公証人法第 60 条ノ５）。 

なお、法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人

がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はそ

の支局に勤務する法務事務官に宣誓認証を行わせることができる（法第 20 条）。 

  (3) 保護命令の申立ての手数料等 

保護命令の申立てに要する手数料は、1,000 円である（民事訴訟費用等に関する法律第３条、

別表第一の一六の項）。手数料は、申立書に収入印紙をはって納めなければならない（同法第８

条本文）。 

また、(2) の申立人の供述を記載した書面について公証人の宣誓認証を嘱託するための手数料

は、１万 1,000 円である（公証人手数料令第 34 条第１項・第２項）。 

 

第４ 保護命令事件の審理 

裁判所は、保護命令事件については、速やかに裁判することが要請されている（法第 13 条）。 

保護命令を発令するには、相手方に反論の機会を保障する趣旨から、口頭弁論又は相手方が立ち会
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うことができる審尋の期日を経ることが原則とされているが、期日を経ることにより被害者の生命又

は身体の安全の確保という保護命令の申立ての目的を達することができないときは、これらの期日を

経ることなく、書面審理のみで保護命令を発令することができる（法第 14 条第１項）。 

 

第５ 保護命令の裁判とその効力 

保護命令の申立てについては、裁判所は、理由を付した決定（口頭弁論を経ない場合には、理由の

要旨を示した決定）により裁判することとされ（法第 15 条第１項参照）、保護命令の申立てに理由が

あると認めるときは、保護命令を発令しなければならない（法第 10 条第１項参照）。 

保護命令の効力は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した期日における言渡しによっ

て生じる（法第 15 条第２項）。 

保護命令の効力が生じた後に相手方が保護命令に違反した場合、保護命令は執行力を有しないもの

とされているため（法第 15 条第４項）、民事上の強制執行の対象とはならないが、１年以下の懲役又

は 100 万円以下の罰金という刑事上の制裁の対象となる（法第 29 条）。 

 

第６ 保護命令の裁判に対する不服申立て 

保護命令の申立てについての裁判に対しては、その裁判の告知を受けた日から１週間が経過するま

での間、即時抗告により不服を申し立てることができる（法第 16 条第１項、第 21 条、民事訴訟法第

332 条）。 

この場合、保護命令の効力は停止されないのが原則であるが、即時抗告の申立人が、保護命令の効

力の停止を申し立て、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明（裁

判官に事実の存否に関し高度の蓋然性についての確信を抱かせる「証明」には至らないが、事実の存

否に関し一応確からしいという蓋然性の心証を抱かせるもので足りると解されている。）があったとき

に限り、抗告裁判所（原裁判所の所在地を管轄する高等裁判所）又は記録の存する原裁判所（保護命

令を発令する裁判をした地方裁判所）は、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命

令の効力の停止を命ずることができる（法第 16 条第３項）。 

なお、接近禁止命令について即時抗告があり、その効力の停止が命じられる場合において、接近禁

止命令を前提とする被害者の子への接近禁止命令も発令されているときは、停止を命ずる裁判所は、

被害者の子への接近禁止命令の効力の停止をも命じなければならない（同条第４項）。 

 

第７ 保護命令の取消し 

 １ 抗告裁判所による取消し 

保護命令を発令する裁判に対する即時抗告が申し立てられた場合において、抗告裁判所が保護命

令の取消しの原因となる事情があると認めたときは、保護命令を取り消すこととなる。 

また、接近禁止命令についての即時抗告を認めてこれを取り消す場合において、被害者の子への

接近禁止命令も発令されているときは、抗告裁判所は、被害者の子への接近禁止命令をも取り消さ
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なければならない（法第 16 条第６項）。 

 ２ 当事者の申立てによる取消し 

保護命令を発令した裁判所は、次の場合には、保護命令を取り消さなければならない（法第 17

条第１項）。 

  (1) 保護命令の申立てをした被害者が、保護命令の取消しを申し立てた場合（同項前段） 

  (2) 接近禁止命令又は被害者の子への接近禁止命令にあっては、接近禁止命令の効力が生じた日か

ら起算して３月を経過した後に、退去命令にあっては、退去命令の効力が生じた日から起算して

２週間を経過した後に、これらの命令を受けた配偶者が申立てをし、裁判所がこれらの命令の申

立てをした被害者に異議がないことを確認した場合（同項後段） 

 ３ 被害者の子への接近禁止命令の接近禁止命令の取消しに伴う取消し 

被害者の子への接近禁止命令が発令されている場合において、２(1)又は(2)によりその前提であ

る接近禁止命令を取り消すときは、被害者の子への接近禁止命令をも取り消さなければならない（法

第 17 条第２項）。 

 

第８ 保護命令の再度の申立ての手続 

 １ 発令の要件 

  (1) 接近禁止命令・被害者の子への接近禁止命令 

初の保護命令の申立ての手続と変わるところはない。 

  (2) 退去命令 

退去命令が発令された後に当該退去命令の申立ての理由となった身体に対する暴力と同一の

事実を理由とする退去命令の再度の申立てがあったときの発令要件は、次のとおりである（法第

18 条第１項）。 

   ア 配偶者（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者）と共に生活の本拠としている住居から

転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該退去命令の効力

が生ずる日から起算して２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができ

ないことその他の退去命令を再度発する必要があると認めるべき事情があること（同項本文） 

   イ 再度の退去命令を発することにより相手方である配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると

認められないこと（同項ただし書） 

イの要件については、相手方である配偶者において生活に特に著しい支障を生ずると認めるに

足りる事情を主張立証する必要がある。 

 ２ 再度の申立ての方法等 

接近禁止命令・被害者の子への接近禁止命令の再度の申立ての方法については、保護命令の申立

ての手続と変わるところはないが、退去命令の再度の申立ての方法については、次のような申立書

の記載事項等の特例がある。 
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  (1) 申立書の記載事項等（法第 18 条第２項、第 12 条第１項） 

   ア 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況 

   イ 配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力）により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認

めるに足りる再度の申立ての時における事情 

   ウ 配偶者（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者）と共に生活の本拠としている住居から

転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該退去命令の効力

が生ずる日から起算して２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができ

ないことその他の退去命令を再度発する必要があると認めるべき事情 

   エ 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの身体に対する暴力に

関してア及びイの事項並びにウの事情について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の

有無 

   オ エにおいて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があるときは、次の事項 

    (ｱ) 当該配偶者暴力相談支援センター又は警察職員の所属官署の名称 

    (ｲ) 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

    (ｳ) 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

    (ｴ) 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

  (2) 申立てに当たって提出すべき資料 

(1) の申立書に(1) オの事項の記載がない場合には、申立書には、(1) ア及びイの事項並びに

ウの事情についての申立人の供述を記載した公証人の宣誓認証のある書面を添付しなければな

らない（法第 18 条第２項、第 12 条第２項）。 

  (3) 保護命令の再度の申立ての手数料等 

保護命令の再度の申立てに要する手数料は、保護命令の申立てと変わらない。 
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家庭等における暴力対策ネットワーク会議設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 配偶者等からの暴力や児童虐待など、家庭等における弱い立場の者に対する

暴力の防止及び被害者の速やかな保護を図るため、関係する機関・団体（以下「機

関等」という。）の代表者による「家庭等における暴力対策ネットワーク会議」

（以下「ネットワーク会議」という。）を設置し、問題に対する認識の共有化と

相互の連携の強化を図る。 

（所掌事項） 

第２条 ネットワーク会議は、次の事項を所掌する。 

 （１）配偶者からの暴力問題及び児童虐待問題に対する理解の促進に関すること。 

 （２）人身取引（トラフィッキング）問題に対する理解の促進に関すること。 

 （３）各機関等の連携の促進に関すること。 

 （４）県民に対する啓発活動に関すること。 

（構成） 

第３条 ネットワーク会議は、別紙に掲げる者をもって構成する。 

２ ネットワーク会議の会長は千葉県知事が務める。 

３ 会長に事故ある時は、ネットワーク会議の構成員のうちから、会長が指名する

者がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条  会長は、必要に応じ会議を開催する。  

２ 会議は、会長が議長となり総括する。 

（実務者会議） 

第５条  会長は、必要に応じ、関係する各機関等の実務者による連絡会議を開催する

ことができる。 

（事務局） 

第６条 ネットワーク会議の庶務は、千葉県総合企画部男女共同参画課及び健康福祉

部児童家庭課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、ネットワーク会議において別途

定める。 

 附 則 

この要綱は、平成１３年７月１１日から実施する。 

附 則                                 

この要綱は、平成１４年４月１日から実施する。 

附 則                                 

この要綱は、平成１６年４月１７日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年１２月２０日から実施する。 
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別 紙 

 

家庭等における暴力対策ネットワーク会議構成員 

 

千葉地方裁判所長  

千葉家庭裁判所長  

千葉地方検察庁検事正  

千葉地方法務局長  
国 

東京入国管理局千葉出張所長  

市川市長  市 
町 
村 松戸市長  

千葉県弁護士会会長  

千葉県医師会会長  

千葉県歯科医師会会長  

千葉県看護協会会長  

千葉県調停協会連合会会長  

千葉県人権擁護委員連合会会長  

千葉県民生委員児童委員協議会会長  

千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会会長  

千葉県児童福祉施設協議会会長  

団 

 

 

 

 

体 

千葉県児童福祉施設協議会千葉県母子生活支援施設部会長 

知事  

総合企画部長  

健康福祉部長  

教育長  

千 
  

葉 
  

県 
警察本部長  
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婦人相談所一時保護所の広域相互利用に係る申合せ 
 
（趣旨） 
 関東ブロック婦人相談所長会連合会は、本圏域の婦人相談所相互間において自都県以

外の一時保護所等を利用することが有効かつ適切と認められる場合に他都県の一時保護

所等を利用するための手続について、以下のとおり定めることとした。 
 なお、この合意は、各都県相互間における一時保護所等の広域相互利用にあたっての

事務処理の円滑化を図るためのものであって、受入義務を課すものと解釈されてはなら

ない。 
   平成 15 年 3 月 12 日 

                 関東ブロック婦人相談所連絡会一同 
 
 
（広域相互利用の協議対象） 
 広域相互利用の協議は、原則として次の要件のいずれかに該当する場合に行う。なお、

事前に利用者本人の承諾を得ておくものとする。 
（１） 暴力加害者の追及が激しく、自都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 
（２） その他、他都県の一時保護所等を利用することが有効かつ適切と見込まれる場合 
 
(協議の主題) 
（１）既に一時保護を行っている場合 
   依頼元婦人相談所長（以下、｢依頼元の長｣という。）は、広域相互利用にかかる  

支援方針を明確にし、次の情報とともに、依頼先婦人相談所長(以下、「依頼先の長」

という。）に提示のうえ協議する。また、依頼先の長が必要と判断したその他の  

情報の収集に協力するものとする。 
① 利用者及び同伴児童の氏名、年齢並びに家族構成、親戚関係にかかる情報 
② 暴力被害の状況をはじめとする保護の必要性を判断できる情報 
③ 利用者の主訴、自立に向けた考え等、利用者自身の希望に関する情報 
④ 生活保護をはじめとする他の援助機関の援助方法、ないしは他の援助機関との

協議経過及びその内容にかかる情報 
⑤ 健康状態等、依頼先の長に伝達しておくべき情報 

（２）一時保護を行わずに直接依頼する場合 
① 依頼もとの長は福祉事務所等からの入所協議の時点において追求が現実化 

しており、かつ自都県の一時保護所等で保護することが危険であると判断した

場合には、可能な限りの情報をもとに依頼先の長と協議するものとする。 
② この場合においては、生活保護の適用をはじめ、依頼先の長の支援方針に基

づく必要な関係機関の協力については、依頼元の長が責任を持って対処する。 
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（生活保護実施機関の協力確保） 
 依頼元の長は、生活保護の適用が必要と認められる利用者について依頼協議するとき

は、事前に生活保護の適用について福祉事務所と調整する。なお、依頼後に生活保護の

適用の必要が生じた場合も同様とする。 
 
（移送） 
（１） 利用者を依頼先に移送するにあたっては、依頼元職員等が同行支援する。 
（２） 特別な理由により同行支援の必要がないと判断した場合には、予め依頼先の長の

了解を得ておくものとする。 
 
（支援） 
（１） 依頼先における保護機関は、概ね 2 週間をめどとし、これに拠りがたい場合は、

事前ないし事後に双方で協議する。 
（２） 依頼を受けた利用者の支援は、原則として依頼先の長が行う。なお、必要がある

場合は、依頼元の長と協議のうえ、双方が協力して支援するものとする。 
（３） 規則違反や無断外泊に対しては依頼先の規則に拠り対応し、以後の支援は双方の

協議により行う。 
（４） 利用者の退所が決定したときは、依頼先の長は、依頼元の長へ連絡するものとす

る。 
 
（費用負担） 
 保護にかかる婦人保護事業費は、依頼を受けた都県が負担する。 
 ただし、依頼先への移送にかかる費用負担については、依頼元の長が調整するものと

する。 
 
（その他） 
 この申し合わせ事項は、必要に応じ見直すものとし、改正する場合は、関東ブロック

婦人相談所長連絡会に諮るものとする。 
 
（施行日） 
 平成 15 年 3 月 12 日から施行する。 
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千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（仮称）策定検討委員会設置要綱 
 
（趣旨） 
第１条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成１３年法律第３１号)に

基づき、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する「千葉県ＤＶ

防止・被害者支援基本計画（仮称）」の策定を検討するため、千葉県ＤＶ防止・被害者支援   

基本計画（仮称）策定検討委員会（以下「策定検討委員会」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 策定検討委員会は、次の事項を所掌する。 

千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（仮称）の策定に係る協議及び検討に関すること。 
 
（組織） 
第３条 策定検討委員会は、知事が委嘱する委員１４名以内で組織する。 
２ 策定検討委員会に、会長、副会長を置く。 
３ 策定検討委員会の会長は、委員の互選により定める。 
４ 会長は、策定検討委員会を代表し、会務を総理する。 
５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 
 
（委員） 
第４条 策定検討委員会の任期は、平成１８年３月３１日までとする。 
２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（会議） 
第５条 策定検討委員会は会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 策定検討委員会は、会長が必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、または他の方法で

意見及び説明を聴くことができる。 
３ 策定検討委員会の会議は原則として公開とする。 
 
（庶務） 
第６条 策定検討委員会の庶務は、総合企画部男女共同参画課が行う。 
 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、策定検討委員会の運営に関して必要な事項は、会長が 

別に定める。 
 
 附 則 
この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 
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千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画(仮称)策定検討委員会 委員名簿 

 
区 分 所  属  名 職 名 氏  名 

お茶の水女子大学 教 授 戒能 民江 

千葉大学大学院 教 授 後藤 弘子 

第二東京弁護士会 弁護士 井口  博 
有識者 

千葉県弁護士会 弁護士 清田乃り子 

医療機関 成田赤十字病院 医療社会事業課長 山辺 文代 

保健センター 千葉市犢橋保健センター 所 長 窪田 和子 

国府台母子ホーム 施設長 川口  学 母子生活 

支援施設 社会福祉法人一粒会 理事長 花崎みさを 

ＤＶ被害者支援活動促進のための基金 理 事 岩楯 堪子 

東京フェミニストセラピィセンター カウンセラー 久保由美子 

民 間 

支 援 

団 体 
ＮＰＯ法人 
ウィメンズライツセンター 運営委員 野原 沙希 

銚 子 市 
男女共同参画 

コーディネーター 宮澤美津子 

野 田 市 
参事（兼） 

児童家庭課長 佐藤 定子 市町村 

茂 原 市 児童家庭課長 平野 貞夫 

(会長)

 
 
(副会長) 
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基本計画策定にかかわって 

                   

戒能民江（お茶の水女子大学） 

 

昨年来検討を続けてきた「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」が、

ようやく制定の運びとなった。検討委員会での熱のこもった真摯な議論が

実を結んだことは喜ばしい。男女共同参画課をはじめ、千葉県及び関係  

諸機関のご努力にも頭が下がる思いである。今後、千葉県が本「基本計画」

に基づいて、文字通りの「全国一のＤＶ対応」を目指して、さらに対策を

充実させていくことを期待している。 

「基本計画」策定は、2004 年改正ＤＶ法によって、各都道府県に義務

づけられたものである。2001 年ＤＶ法では抽象的なレベルにとどまって 

いた行政の被害当事者支援責務について、今回の法改正で具体化の途が 

拓かれ、ＤＶ防止のセカンドステップへと踏み出したといえる。 

2004 年ＤＶ法改正過程は大変ユニークであった。民間団体と国会議員

そして関係省庁が同じテーブルを囲んで意見交換を積み重ねていった。 

中でも、被害を受けた当事者の方がたの発言は、立法にあたる国会議員や

運用の責任を持つ行政機関に大きな影響を与えたのではないかと考えて

いる。いま、何が問題で何が必要か、ＤＶの被害を受けてきた方々の経験

や知恵を少しでも立法に反映させようという努力が、今回の法改正では 

行われた。そこで一番問題になったことは、暴力から逃れた後の生活再建

の厳しさであり、具体的な支援を行うための｢人とお金としくみ｣の未整備

であった。それだけに、都道府県の「基本計画」策定への期待は大きい。 

 

千葉県の基本計画の先進性は、すでにＤＶ法制定直後から進められて

きたＤＶ対策の展開に表れている。2001 年 10 月のＤＶ法施行に先立ち、

千葉県は専門家などによる「女性に対する暴力対策専門部会」を設置した。

同専門部会はＤＶに関する基礎調査を実施し、2003 年に「ドメスティッ

ク・バイオレンスに係る総合的対策について」という提言を行っている。

この提言は今回の「基本計画」の先取りであり、そこで示された基本理念

や政策の基本的方向性は先進性と普遍性を持つ。 
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その他にも、民間団体のネットワークづくりへの援助や市町村への 

働きかけ、対応マニュアル作成と職員への研修など、千葉県は積極的な 

ＤＶ政策を進めてきた。中でも画期的なことは、県にＤＶ担当として専任

スタッフを配置したことと、30 名近くのスタッフを配備した「女性サポー

トセンター」の設置である。ＤＶ問題はいわば「人間のいのちと生き方」

の問題であり、人間の尊厳を問う総合的なジェンダー問題である。さま 

ざまな法・制度や機関の協力・連携によるネットワーク型の支援なしでは

解決は難しい。さらに、ＤＶ法独自の支援制度が用意されている訳では 

ないので、現段階では、社会福祉などさまざまな関連諸法や制度、諸機関

を活用していくほかない。その意味で、ＤＶ対応の中核となる機関の整備

をまず行ったことの意義は大きい。 

 

千葉県基本計画の特徴と課題は次の点にあると考えている。 

第一に、当事者本位のＤＶ政策を目指していること。ＤＶ被害を受け

た当事者に寄り添いながら支援を行い、可能な限り当事者の意見を聞き、  

当事者参画を実現していこうという姿勢がよく表れている。基本計画策定

過程自体、当事者参画で進められたが、運用・改定においても当事者本位

が貫徹されることを期待している。 

第二に、民間団体への業務委託について積極的な検討を打ち出して 

いること。ＤＶ法制定当初は少なかった民間団体の数も増え、その活動が

活発化している。まだ、検討段階であるが、これまでの連携・協働の実績

を活かして業務委託を具体化してほしいものだ。 

第三に、生活再建においてほとんどの当事者や支援団体が「困難」を  

感じている問題に、できる限りの工夫をして県としての独自事業を推進 

しようとしている点である。たとえば、保証料の貸付や相談事実の証明書

の利用拡大、ＤＶ被害者への母子・寡婦福祉資金の貸付の検討などがある。

生活再建支援の具体化こそ、基本計画の核心である。一日も早い具体化を

望んでいる。 

第四に、民間企業や学校、医療機関など、従来、必ずしもＤＶ問題が   

浸透しているとはいえない領域にも目配りしていることである。とくに、

医療機関の対応マニュアル作成や盲学校、聾学校、養護学校などの教職員
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研修は被害の顕在化に寄与することであろう。 

第五に、県内各地の地域ネットワークの整備・強化である。2001 年  

ＤＶ法制定当時は、「相談がないから、うちの地域にはＤＶはない」と  

回答した首長が多かったと記憶している。だが、相談しやすい体制と具体

的な解決のためのネットワークを整備していけば、相談件数は増えるもの

だ。ＤＶはどこにでも誰にでも起こり得る問題である。千葉県は地域ブロ

ックごとに機関連携型の研修を行っており、地域ネットワーク形成強化に

有効である。 

第六に、ＤＶ政策の実施状況を検証し、見直しの検討を行う第三者  

機関を設置したことである。苦情処理機関とともにその成果を期待したい。 

もちろん、千葉県のＤＶ政策には多くの課題がある。たとえば、県の

女性センターが廃止されたことで、相談窓口やカウンセリング、自助グル

ープ活動などをどう保障するのかという問題や、児童相談所や教育委員会

との連携・協力、民間団体との連携強化や財政支援、県の予算確保、専門

家や行政の人材育成、二次加害の防止など、課題は山積している。 

だが、ＤＶ法制定以来、千葉県は、市町村は言うに及ばず、民間団体

や当事者の声に耳を傾け、共に力を合わせながら地道に政策を積み重ねて

きた。その蓄積と経験を活かし、暴力のない社会、すべての人の人権が  

尊重される社会、性差別のない社会をつくっていこうとする「こころざし｣

が行政にも市民にも共有される限り、大丈夫だと確信している。私も一研

究者、一市民として力を尽くしていきたいと考えている。 
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あるＤＶ被害者との出会い 
 

               千葉大学  後 藤 弘 子 
 
ＤＶについて、リアリティをもって考えられるようになったのは、ＤＶ

業界（？）では有名な加藤洋子さんとの出会いがあってからだ。1998 年

11 月、新聞でＤＶの被害者遺族である彼女が講演をするのを知って聞きに

行った。話に感激した私は、洋子さんに名刺を渡したのがつきあいの始ま

りだった。翌年（1999 年）の 3 月に帰国するというファックスをもらった

私は、当時所属していた大学に彼女を招き、小さい勉強会を開いた。警察

関係者に彼女の話を聞いてもらいたい、と強く思った私は、たまたま知り

合いだった女性の警察関係者に声をかけた。彼女は、留学先のアメリカで

ＤＶに関心をもち、アメリカでの状況を紹介する論文を書いたばかりだっ

た。その場には、長らく婦人相談員を務めていた人たちもいた。 
その時の、｢是非ノーザンプトン(洋子さんの住んでいる米国マサチュー

セッツ州の西部の町)に来て。全部案内するから｣という洋子さんの言葉を

真に受けて、彼女と私はその年の 7月に 2週間、彼女の家に滞在して、「Ｄ

Ｖ漬け」の日を過ごした。兵庫県弁護士会の 3 人の弁護士も一緒だった。 

警察、検察、裁判所、刑務所、シェルター、加害者介入プログラム実施

団体とＤＶに関係するあらゆる機関を訪問し、そこで働く多くの人と出会

った。そこでの出会いが、2000 年 4 月の「刑事司法におけるドメスティッ

ク・バイオレンス及び児童虐待対策―米国での取組みー」（内容について

は警察学論集 53 巻 7 号 2000 年参照）というフォーラムにつながり、その

際の洋子さんやマサチューセッツの 2 人の検察官による国会議員向けの 

勉強会が、2001 年の配偶者暴力防止法の制定への地ならしになったと私は

思っている。 
洋子さんとの出会いから約 8 年。日本のＤＶ対策は国レベルの施策から

地方自治体レベルへと進化していった。その歩みが早いか遅いか、十分か

どうかに関しては、評価が分かれるかもしれない。しかし、少なくとも何

もなかった時代と比べれば、順調に整備されてきていると評価すべきであ

ろう。 
洋子さんとは、彼女が帰国する機会を捉えては再会を果たしているが、

もう一度ノーザンプトンを訪れたい、という希望は残念ながらまだ果たさ

れていない。今でもＤＶによって命を奪われた娘さんとお孫さんの眠る墓

地の静寂、青い空と緑の芝生をはっきりと覚えている。ＤＶは「人間の尊

厳に対する犯罪」だという洋子さんの思いが強く感じられる場所で、日本

での「成果」を報告したい。洋子さんとの出会いに心からの感謝をこめて。。。 
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ＤＶ防止法の意味をあらためて認識することが 
     

弁護士  井 口  博 
 
私は堂本知事が参議院議員でおられた頃に、ＤＶ防止法に関する議員 

立法のプロジェクトチームで、法律専門家の立場から制定作業に関わり  
ました。特に保護命令の立法化については、反対意見に対して法的にどう

反論するかなど苦労は尽きませんでした。 
ＤＶ防止法ができ、さらに一回見直しがされましたが、まだまだよち  

よち歩きです。これからあらゆる人が、この法律が一本立ちするまで支え

ていかなければなりません。 
そのためには、この法律の持つ意味をあらためて認識する必要があると 

思います。この法律は、家庭という多くの人にとって生きていく基本単位

になるところで、暴力をそのままにしておくことでこの関係が社会にも  
広がっていくことを防ぐことにあります。もちろん社会での男女関係の  
あり方が 家庭にも影響しますので、正確には相互関係といってよいの  
ですが、家庭での暴力に抵抗できなくなると、社会でのさまざまな暴力を

そのまま受け入れてしまうことにつながります。 
暴力の問題は家庭だけではありません。会社でも学校でさえも、さまざ

まな身近な関係の中で精神的暴力も含んだ暴力が存在します。そのような

暴力をなくし、あらゆる人が平和に、平穏に、人として尊厳ある生き方が

できることをこの法律は目指しています。 
法は三章で足りるという格言があります。ＤＶ防止法が一本立ちし、  

さらにこの法律が必要でなくなるような社会が実現するよう力を合わせ

ていきましょう。 
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ＤＶ事件雑感 

 

弁護士  清 田  乃 り 子 

 

私が弁護士になった昭和 59 年当時は、「ＤＶ」と言う言葉はなく、

「夫婦喧嘩」という言葉でくくられてしまっていた。弁護士になりたて

の頃、独身だった私は「先生はまだお若いから夫婦のことは分からない

でしょう」と言われたこともあったが、そういう人の中には、夫からの

暴力を言葉で表現することができず悩んでいた人もたくさんいただろ

う。当時の私は、婚姻生活での夫の暴力まで忖度する能力も経験もなか

った。 

平成 13 年 10 月のＤＶ防止法施行後、むしろ、相談者の方から｢ＤＶ

です」と言われる方が多くなってきた。身体的暴力、言葉の暴力、経済

的暴力、性的暴力、携帯電話で行動を管理する、外に出ることを制限  

するなど、弁護士としていろいろな形態のＤＶ事件を経験してきた。 

「セクハラ」も、名付けられて広まっていったように、「ＤＶ」と   

いう言葉ができたことで、確実に「ＤＶ」事件への理解と共感、支援の

輪が広まっている。ＤＶは、決して特殊な世界で起こる訳ではない。  

社会的地位のある夫がＤＶ加害者であることは珍しくない。こうした 

夫は、外の顔と内の顔が極端に違い、外部的には申し分のない夫である。

けれど「ＤＶ」という言葉ができたおかげで、妻が「ああ見えてＤＶ夫

なんです」と言えば、一言で夫に対する見方が変わるようになった。 

 

私は、平成 11 年 4 月から、千葉県弁護士会両性の平等に関する委員

会委員長を務めており、平成 14 年 4 月からは「ＤＶ被害者相談窓口」

を立ち上げ、現在に至っている。初回、無料で弁護士が面接相談に応じ

るというもので、弁護士会に電話して「ＤＶ相談お願いします」と言っ

ていただければ、ＤＶ事件に経験がある弁護士の相談を紹介できる仕組

みである。そして、相談だけではなく、法律扶助制度利用による受任へ

と進むケースがほとんどである。 

ＤＶ相談を受けた当初は、自立は難しいのではと思わざるを得ない 

女性たちも、弁護士の援助を受けて保護命令の取得、調停、裁判と進ん

でいく中で、皆、精神的にもたくましくなっていくのが目に見えて、  

うれしい気がする。 
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千葉県では、堂本知事が全国に先がけて「家庭等における暴力対策 

ネットワーク会議」を立ち上げられた。そして、男女共同参画課職員の

方が熱心にＤＶ支援マニュアルを作成し、全国から問い合わせがきて 

いると聞いている。千葉県はＤＶ被害者支援先進県であると誇りに思っ

ていた。 

ところが、今年 3 月下旬に、ショッキングなニュースが飛び込んで

きた。なんと県議会で「男女共同参画センター設置管理条例案」が否決

されたことに伴い、既存の柏の女性センターまでもが閉鎖だという。な

んということだろう。年間 5 千人もの相談者がいるのに。私たちのよう

に実際にＤＶ支援に携わっていると、ＤＶ被害者支援や男女共同参画は 

当然のことと思いがちであるけれど、ＤＶや男女共同参画は、まだまだ

根づいていないのだ。柏のセンターを失ってしまったことの影響は多大

であり、被害者たちの行方が心配だ。前途多難であるが、せめて当面、

柏のセンターだけでも早期に復活できないものか考える毎日である。 

 

今般、ＤＶ基本計画策定に携わってきた。その 終段階で柏の女性 

センターを失ったことは残念だが、基本計画運用面でたゆまぬ努力を 

し続けることが重要だ。 
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豊かな人間関係の形成をめざして 
 

成田赤十字病院 医療ソーシャルワーカー  山 辺 文 代 
 
今、病院は、高度医療、病院の機能分化、在院日数の短縮化、患者中心

の医療、自己決定の尊重等と大きく変化している。その中で、様々な家庭

内の暴力に対し、行政機関や医療機関が発見に努めなければならないこと

を期待されている。 
特に、医療機関では、これらの暴力によって傷ついた人が、患者さんと

して主に、救急受診という形で来院するため、発見しやすく、事実の把握

もしやすい。医療従事者の姿勢によっては、第一発見機関になりえる位置

にある。また、患者や家族は、治療を通して家庭外部に助けを求めるため、

暴力を受けた患者を、入院という形で分離することができ、危機介入は容

易な面がある。その一方で、まだまだ不得手な面もある。主には、患者家

族の社会的問題については医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）へ、解決へ

の道筋を依頼してくるが、主治医を中心にチームとして協働していくこと

が重要である。ＭＳＷは「語れるような環境や安全な場」をチームと共に

整備し、面接を通し、患者さんを受け止めながら、解決への道筋を一緒に

考え、その人らしさを回復し、主体的に生き方を考えてゆけるよう関係 

機関と連携し、支援している。 
暴力の被害者となるのは、女性、子供、高齢者、障害者といった社会的

弱者であり、これらの人々も対象に含め、関係機関や職種の枠をこえて、

地域でのネットワークの構築や、心を一つにして協働関係を共有化してい

くことが必要である。そして、一人ひとりが、着実に粘り強く自分の場で、

できることに取り組むことが大切である。   
ＤＶの問題は、どのようにすれば、豊かな人間関係を形成してゆくこと

ができるのかを私たちに問い直されているのではないでしょうか。 
 



 
 

 １４２

      千葉市犢橋保健センター    窪 田 和 子 

 

保健がＤＶ防止に果たす役割のひとつとして，ＤＶ被害者の子供の早期

発見とＤＶの防止がある。 

市町村で行われる乳幼児の健診には多くの子どもたちが受診している。

健診はわが子の成長を確認することで親としての自信を得ていく場でも

ある。健診を受ける母親の中にはＤＶ被害者として苦しんでいる女性が 

いる。「赤ちゃんの抱き方がわからない」「どのくらいミルクを飲ませたら

いいの?」「離乳食はどうやって作ったらいいの？」等，細かな育児の心配

や不安を訴える母親たち，2 番目 3 番目の子育てなのに，まるで初めての

よう。いろいろなアドバイスをしてみるけれど，どれもすり抜けていく  

ような感じがする。何だか変・・気になる・・。そんな母親たちに寄り      

添って行くとある日「実は夫から殴られていて，お金は全く渡してもらえ

なくて・・・」と配偶者からの暴力があることを話される。こんな形で     

乳幼児健診や育児相談の場でＤＶに出会うことが増えてきた。 

母親が自分の問題としてＤＶ被害を保健センターに相談するよりも， 

子どもの問題を通してＤＶ問題が顕在化してくるというのが保健センタ

ーで出会うＤＶ問題である。健診や育児相談に関わる医師･歯科医師・   

保健師・栄養士･歯科衛生士等のスタッフは育児の背景に潜むＤＶの問題

をどうキャッチするのか，その能力が求められている。 

 



 
 

 １４３

世の光、地の塩として 
川 口  学 

 
「あなたがたは、世の光になりなさい。地の塩になりなさい。」 
古い格言です。 
ある日、一人の年老いた農夫は、旅人が道に迷わないように、自分の畑

の真ん中に、遠くからでもよく見える灯りを点けました。ある晩のこと、

灯りに辿り着いたお母さんと子どもは、「とても助かりました。おかげさ

まで今晩は安心して休めます。」と笑顔で言いました。役目を終えた灯り

を消しながら、農夫は「本当によかった。」と思いました。 
ある日、その農夫は、旅人の身体が暖まるように、スープをサービスし

ようとしました。味を調えるために、鍋に塩を一つまみ入れました。ある

日のこと、旅の途中にスープを飲んだお母さんと子どもは、「とても美味

しかったです。おかげさまで、これからも歩いて行ける元気と自信がでま

した。」と笑顔で言いました。役目を終えた塩の跡形は鍋の中にはすでに

ありませんでした。農夫は「本当によかった。」と思いました。 
様々な事情により、昨日まで生活をしていた家で、今日明日から生活が

できなくなってしまった母と子どもがいます。理不尽な話です。 
しかし、そのような方々の日々のくらしを支援しているところがござい

ます。そこには、ＤＶからの避難、夫の追跡という不安、離婚調停・裁判、

子育て、就労、貯蓄、新たな住居確保など、様々な事柄と向き合いながら

生活をしているお母さんがいます。また、虐待からの避難、降って湧いた

ような転校、友達作り、遊び、勉強、進路など、様々な事柄と向き合いな

がら生活をしている子どもがいます。 
このような生活の拠点となる場所の機能強化と充実に向けて、量も質も、

ハード面もサービス内容もすべてにおいて一層整備が図られるべきだと

思われます。 
「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」ができあがりました。これか

らが大切です。これらの計画がすべて具現化されていく上では、当事者の

声にもっと耳を傾けて、社会的な理解も得て、今後ますます関係者の尽力

が望まれましょう。 
この基本計画が、ＤＶに悩み苦しむすべての女性や子どものために、 

今晩の安らぎの光となり、明日からの元気と自信を生み出す塩となれば、

心から幸いに存じます。 



 
 

 １４４

母と子の新しいスタートを支える 

 

ＦＡＨこすもす 花 崎 み さ を 

 

1975 年前後からのインドシナ難民の来日、1980 年代からの外国人労働

者の滞日などの現象の中から、アジアの中の一国としての日本の取るべき

道が問い直され続けている中で、日本人男性の暴力によって日本人男性の

子どもを抱えて逃げて来るアジア人女性の数が増えていることに対応  

して、シェルターを作ってから 15 年の月日が流れた。 

その間に現象的なものとして、日本人の子どもを持つ不法滞在のアジア

人母へのビザの発給や子どもの人権にからむ対策などは民間支援団体や

国際的な視野による後押しなども加わって、少しずつだが改善の動きを 

見せてきた。しかし母と子が自立して行く道のりはまだまだ遠い。 

 

2001 年にＤＶ防止法が成立し、日本人も他のアジア人も同様にＤＶ  

被害者として法の適用を受けることができ、母と子のまずは安全の確保に

有用であった。しかし、問題はそれから先の｢どう生きるか」への対策で

ある。日本人外国人を問わず、加害者男性との種々なトラブルを経験しな

がら、問題解決と自立支援に取り組んできた経験から、ＤＶ被害者として

母子生活支援施設等で自立を目指す母たちの多くの方々への支援には、  

スタッフ側の個別のきめ細やかな配慮とともに、根気と時間が必要である。 

まずは疲弊しきった心と身体の回復、生活再建への意欲の涵養、家事や

家計、育児等の再確認、そして住居のこと、就労、就学と進めていくこと

が、確かな自立につながるからである。また、県、市町村、関係機関、   

ＮＰＯとの「迅速」な連携と地域の理解も、問題解決と自立に欠かせない

ことである。 

 

ＤＶ被害者支援は、夫（男性）の暴力からの安全な逃避からスタートし

て、その人の生き方の方向転換を支え、新たな人生を歩み出せるようかか

わり続けることである。とするなら、シェルターと母子生活支援施設の  

働きは大きいと思う。県、市町村の支援体制の整備とともに、シェルター

や母子生活支援施設の整備も必要なことである。 

この度の県の「ＤＶ防止・被害者支援基本計画」の策定が、一つひとつ

実効あるものになった時、女性が女性であるが故に受けられなければなら

なかった不当な暴力と社会の認識や制度の壁からの解放、そして新たな 

人生の豊かな歩みが保障されるであろうと、期待をこめて思う。 



 
 

 １４５

皆、懸命に生きている            
岩 楯 堪 子  

 
今まで静かに淡々と話していたその人はふと言いよどみ、そして長い 

沈黙があった。言葉を発しようとする気配が何度も続いた後「ごめん  

なさい」と小さな声で言う。電話の向こうでのためらい、迷い、悲しみが

受話器を通して伝わってきた。Ａさんは夫と離婚し自立しようと努力して 

いたが、人と会いコミュニケーションをとることに恐怖を感じて、社会 

への一歩が踏み出せずにいた。 
給料を殆ど自分で使ってしまう夫に代わって一家４人の生活費を得る

ために長年働き続けてきたＢさんは心身ともにすっかり疲れ果てていた。

早朝から夜遅くまで働き二人の子どもを育ててきた彼女は、その二人の 

子どもがもう少しで成人するというところまでこぎ着けたところで自分

の生き方に疑問を持って電話をかけてきたが、結局「私がもう少し我慢 

すればいいのです。」と言って電話を切った。 
Ｃさんは夫との離婚は成立したが、この事態を理解できず反抗的になる

子どもとの関係に悩んでいた。Ｄさんは夫の追及を逃れるために住まいを

転々とし、子どもや友人から切り離された一人ぼっちの生活の寂しさと 

不安を訴えた。長年連れ添った夫の葬式を出したとたん、今まで自分を 

苦しめていたものがＤＶだったのだと電話してきた女性もいた。 
女性というだけで数々の苦しみを味わいながらも懸命に生きていた 

彼女たちは今どうしているだろう。私が策定の一端に関わったこの「千葉

県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」が彼女たちの思いに答え、彼女たちに

支援の手を差し伸べられるものになっただろうか。 
全ての人に保障されているはずの「安心して豊かに幸せに暮らせる  

生活」を手にできない女性たち。女性が人として自立して生きていくこと

ができない社会。女性をとりまくこのような現実を目の当たりにすると、

93 年に国連総会で採択された「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」の

前文にある「女性に対する暴力は、男女間の歴史的に不平等な力関係の 

現れであり、これが男性の女性に対する支配及び差別並びに女性の十分な

地位向上の妨害につながってきたこと、及び女性に対する暴力は女性を 

男性に比べ従属的な地位に強いる重要な社会的機構の一つであることを

認識し」という言葉を常に念頭において、被害者支援と暴力の防止に取り

組まなければならないと改めて実感します。 



 
 

 １４６

ＤＶ被害者の回復を願って 

   

東京フェミニストセラピィセンター  久 保 由 美 子 

 

 平成 7 年に北京世界女性会議が開催されて以来、急増したＤＶ相談者の

主訴は様々であった。加害者から逃げて保護を求めたい、離婚したいが 

子どもを抱えて生活できない、心身の症状に苦しみ自分を失いそうで怖い、

子どもの問題行動への不安等であった。一方で、加害者から離れることへ

の罪悪感が被害者の主体性を奪う現実もあった。それはＤＶという認知が、

社会にまた被害者の中に希薄であったことが要因となっていた。 

平成 13 年にはＤＶ防止法が成立し「配偶者暴力相談支援センター」の

設置が義務づけられたことで、緊急保護の必要な被害者の安全はとりあえ

ず確保された。しかし多くの被害者は加害者と同居し、身体的暴力もさる

ことながら精神的暴力にさらされ深く心に傷を負い、ぎりぎりのところで

自分を支えているのが現状であった。 

このような状況の中、改正ＤＶ防止法が平成 16 年に成立し、精神的  

暴力も「暴力」であることが明確になった。このことは被害者の暴力への

認識に大きな変化をもたらした。また改正された法律により国は基本方針

を、都道府県は基本方針に即して基本計画を定めることとされた。千葉県

においても第１回「被害者支援基本計画策定検討委員会」が平成 17 年   

5 月に開催された。基本計画は「暴力を許さない社会の実現」が基本理念

となっている。 

ＤＶ根絶に向けた啓発、被害者や子どもの精神的ケアの充実、生活再建

支援、加害者更正への対策、支援体制の整備等、被害者のニーズが網羅  

された基本計画によって、被害者支援の流れは今後大きく変わっていくで

あろう。 

 

多くのＤＶ被害者が自分の言葉で被害を語り始めて、ほぼ 10 年の時間が

経過した。ＤＶは人間としての尊厳を踏みにじり、子どもへの暴力に波及

し、次世代へ引き継いでいく構造をもっている。そのことを社会全体で  

食い止めなければならない。加害者から受けた辛い体験や心の叫びを語り

続けてきた女性たちのためにも。 



 
 

 １４７

ＤＶのない社会を目指して 

 

野 原 沙 希 

  

私はＤＶの被害者です。7年前に家を出ました。その頃はドメスティッ

ク・バイオレンス（ＤＶ）と言う言葉を聞いたことはありませんでした。

ＤＶであることを知ったとき、20 年間悩んでいたすべての出来事が理解 

できました。そして、私は「自分は悪くない｣と言うことを知り、再び   

生きる希望を持つことが出来たのです。2001 年にＤＶ法が出来、今、ＤＶ

のサバイバー（生き残った人）が公の場で発言できるようになったことに、

深く感謝しております。 

私は数回の身体的暴力を受けました。しかし、それ以上につらかった 

のは、言葉や精神的な暴力でした。自分の意見をいうことは許されず、  

まるで「収容所」のようでした。暴力を受けるたびに｢自分が悪いのだ｣ 

｢私が努力しなければ｣と思っていましたが、それは違っていました。自助

グループや支援の場で被害女性の体験を伺っていますが、多くの女性が 

目に見えない威嚇や恐怖におびえています。「おまえを愛しているから 

殴るんだ･･･」と言われても納得はいきません。どんな理由があっても殴

るべきではありません。殴られて愛情を感じる人はいないと私は思います。 

ＤＶは被害者に問題があって生じることではありません。暴力について

は加害者の選択であり、責任は 100％加害者にあります。被害者は共依存

でもないし、自立していないわけでもないし、弱い性格でもありません。

ＤＶは犯罪であると言う認識をすべての人が持ち、ＤＶ罪が１日も早く 

成立してほしいと思います。 

ＤＶは個人的な問題ではなく社会の問題です。男性中心の社会構造や 

男らしさ・女らしさのおしつけ、家族でいたほうが幸せであるとか母親が

子どもを育てるべきであると言う間違った価値観が影響していると思い

ます。ＤＶをなくすにはＤＶ被害者の支援を第一に考えるべきだと思いま

すが、それと同時に社会への啓発活動や教育を通して社会全体が「ＤＶは

犯罪である」ことを理解することが再び生きようとする被害者にとって 

大きな力になります。 

歴史的にどれだけの女性がＤＶで命をなくし、悲しみに暮れたことで 

しょう。こんな悲しい人生をだれも送ってはなりません。 

女性や子どもが安全に暮らせる社会が来るように願っています。 



 
 

 １４８

 ＤＶ問題の真の解決に向かって 

 

銚子市  宮 澤 美 津 子 

 

ＤＶ被害者Ａさんを保護命令申請のため、裁判所へ同行支援した帰り道

のこと、緊張から解きほぐされた雑談の中で、ふとＡさんが「私、ある人

から（夫を）殺せば楽になると言われたんです。」とショッキングなこと

を淡々と言い始めました。 

保護命令申請書の申立の中では、「自分は生きる価値がないので、何度

も死のうと思った。」とも言っていましたので、その時になってＡさんは

自分を殺すか、相手を殺すか、危ない岐路にいたのだということが分かっ

てハッとしました。 

このことで、「警察庁調べによると配偶者からの殺人被害にあう妻は

60％台で、40％は妻によって夫が殺されている。これは、ＤＶ被害に耐え

られなくなった妻が 後の 後に夫を殺害するというほか手段がなく、 

被害者が加害者になってしまう悲劇ではないか。」というような内容の 

記事を読んだことを思い出しました。 

Ａさんは、この 40％の女性の中に入ってしまうところを、よく逃げて 

くるという道を選んでくれました。ＤＶ被害者にとって逃げるという選択

は、自分や夫を殺す以上に勇気の要ることかもしれないのです。その上、

相手から離れただけでは解決したことにはならないことも問題です。保護

命令が発令されても、離婚が成立しても、相手が被害者に執着している 

限り、居所を知られたら危険であることには変わりはないのです。自分の

居所がばれないよう神経を張り詰め、見知らぬ土地で隠れ続ける生活は 

本当に大変なことです。 

それでは、相手のＡさんへの執着がなくなればいいのでしょうか。 

他のケースですが、ある相談者の相手の名前を聞いて愕然としたことが

ありました。それは、前年に他の土地へ逃げ、裁判の末やっと離婚が成立

した別のＤＶ被害者の夫だったからです。一人の被害者の解決が、新たな

被害者を作ってしまうという矛盾があるのです。 

 ＤＶ問題の真の解決のためには、被害者の支援と同時に加害者が変わる

ための方策が是非にも必要と考えます。 

今、私たちにできる支援は、とにかく被害者を安全なところに避難させ

るということで精一杯ですが、千葉県は加害者に対する取組みに早くから

着目し、試験的に実施しており、本計画にはこれらの取組みが明記されて

いますので、根本的な解決に向けての一歩になることを期待しています。 



 
 

 １４９

ＤＶのない社会へ 
 

野 田 市  佐 藤 定 子  
 
今から７年前ぐらいになるだろうか、アメリカにおけるＤＶの実態を取

り上げたテレビ番組があった。そのとき初めて女性に対する暴力の深刻さ

を知った。それから数年がたち、夫の妻への暴力は、夫婦問題と一くくり

にされ、民事不介入であったものが、ＤＶは女性の人権に直接かかわる深

刻な問題であり、犯罪となる行為であると明記した「ＤＶ防止法」が施行

され、被害者保護のための施策の実施が地方公共団体の責務として位置付

けされたところである。 
野田市としても、ＤＶ被害者や子どもが直面する生活上の問題について、

行政としてできるだけの手を差し伸べたいとの観点から、市として取り組

む方向性を体系的・総合的にまとめた「野田市ドメスティック・バイオレ

ンス総合対策大綱」を平成 14 年 2 月に策定し、相談、一時保護（シェル

ター）、自立支援等、ＤＶ問題の解決に向け、独自の施策を取り入れた積

極的な取組みを行っている。 
そんな中、一時保護されたＤＶ被害者が、顔の表情が少し和らぎ、自ら

の安全と生活を守りながら生きていこうと歩み始めるとき、これから先の

こと、不安や希望の入り混じった思いを抱きながら、さようならと言って

別れていく。半年あるいは 1 年たったころ、電話の向こうで、何とかやっ

ていますと元気な声がかえってくると、あのときのさようならは、幸せに

向かっての別れだったのだと、よく頑張ったねという思いで胸が熱くなる。

そしてあなたなら大丈夫、元気でとの思いを込めて、再びさようならと言

う。 
今、新たに、高校生など若い男女間で起こる暴力、いわゆるデートＤＶ

が問題になっているが、暴力加害者を生むことは、被害者ばかりでなく社

会全体に影響を及ぼす。一人ひとりの人権が尊重された社会に向けて、ど

のような暴力も許さない、若い世代からの防止教育への取組みが必要では

なかろうか。 
決してひとりで悩まずに、身近な地域での相談窓口を利用し、一歩踏み

出してほしい。 
 

 



 
 

 １５０

茂 原 市  平 野 貞 夫 
 
ＤⅤ相談での被害者の声は様々である。元の生活を取り戻したい人、 

ほとぼりがさめるまで当分離れていたい人、身の危険を感じ直ちに保護を

求めてくる人など、それぞれ事情は異なる。中には被害者であることの 

認識すら持てず、判断能力がマヒしている人もいる。 
意を決して相談に来るのであろう。 
そこで、相談窓口の担当者は、常に温かい気持ちで接しながら孤立感を

払拭してあげられるよう心掛けることが必要である。そして、それぞれの

事例ごとに的確なアドバイスをしていかねばならない。初期段階での見解

によって相談者のこれからの人生が決まるわけであるから、担当者の的確

な判断力が求められるところである。状況を分析して相談者の望む 善の

方法を見出していかねばならない。そのためには普段の努力が必要である。

知識を習得し、技術・能力を高めていかねばならない。相談担当者の責務

は大きい。 
被害者の支援に当たっては、多くの関係機関の協力もまた必要である。

被害者の真に求める支援を行い、自立を助長していくには、いくつもの 

機関が連携してその役割を果たしていかねばならない。支援体制の確立が

急務である。 
暴力は何の解決にもならない。人間関係を崩壊させるだけである。分か

っていても一向に減らないのが現実であり、暴力を生む環境を排除して 

あげればいいのだけど、加害者も悩んでいるのかもしれない。 
今は、一人一人がＤＶを容認しない社会づくりに何が必要か、何をなす

べきかを改めて考えてみるときではないだろうか。 
 



 
 

 １５１

千葉県ＤＶ防止･被害者支援基本計画策定の経緯 
 
 第 １ 回 （17.5.16）  計画策定の趣旨、ＤＶ施策の現状  

 基本計画策定に至った経緯、盛り込むべき事項の確認 

 県におけるＤＶ施策の現状の整理 

 男女共同参画推進懇話会からの提言について 

 

⇒ 各委員から課題、問題点や解決策等の提起 

 
第 ２ 回 （17.7.19）  計画に盛り込む事業の検討   

 各委員より頂いた課題・問題点等について全体討議 

 国の基本方針と照らし合わせ、漏れのある事項について検討 

 千葉県独自の事業について検討 

 

⇒ 各委員から意見募集 

⇒ オブザーバー（関係各課(所)）から関連事業の提案 

 

 《ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議》にて意見聴取（8／22）

 ＤＶ被害者本人からの意見聴取（8／8～9／9） 

 
第 ３ 回 （17.9.26）  計画体系（案）審議  

 計画体系（案）の審議 

 

⇒ 各委員へ基本計画（案）への寄稿依頼 

 
 第 ４ 回 （17.12.19）  計画素案(案)審議  

 計画素案(案)の審議 

 
 素案作成 

 
 

 

 基本計画（案）作成 

 

 

 

 基本計画公表 

 《男女共同参画推進懇話会》に素案(案)を提出（12／22） 

 《ＤＶ被害者支援活動団体連絡会議》にて説明（1／10） 

 《パブリックコメント》募集（2／5～3／6） 

 《男女共同参画推進懇話会》に基本計画案を提出（3／27） 



 
 

 １５２

関 係 機 関 一 覧 
  名称 連絡先   

千葉市中央区出洲港 7-43 043-246-1530 一時保護・相談・カウンセリング 

千葉県女性サポートセンター FAX 043-246-1541 その他支援 

  相談専用   

  043-245-1719   

中
核
的
配
偶

者
暴
力
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー   043-302-1015   

習志野健康福祉センタ－    代表 047-475-5151 電話相談 9-17 時 来所相談日 月 

〒27-0012 習志野市本大久保 5-7-14 相談専用 047-475-5966   

市川健康福祉センタ－   代表 047-377-1101 電話相談 9-17 時 来所相談日 金 

〒272-0023 市川市南八幡 5-11-22 相談専用 047-377-1199   

松戸健康福祉センタ－    代表 047-361-2121 電話相談 9-17 時 来所相談日 金 

〒271-8562 松戸市小根本 7 相談専用 047-361-6651   

柏健康福祉センタ－    代表 04-7167-1255 電話相談 9-17 時 来所相談日 火 

〒277-0005 柏市柏 255 相談専用 04-7167-2411   

野田健康福祉センタ－   代表 04-7124-8155 電話相談 9-17 時 来所相談日 水 

〒278-0006 野田市柳沢 24 相談専用 04-7124-6677   

印旛健康福祉センタ－   代表 043-483-1133 電話相談 9-17 時 来所相談日 火 

〒285-8520 佐倉市鏑木仲田町 8-1 相談専用 043-483-0711   

香取健康福祉センタ－    代表 0478-52-9161 電話相談 9-17 時 来所相談日 水 

〒287-0001 香取市佐原ロ 2127 相談専用 0478-52-9310   

海匝健康福祉センタ－    代表 0479-22-0206 電話相談 9-17 時 来所相談日 金 

〒288-0812 銚子市栄町 2-2-1 相談専用 0479-22-3101   

山武健康福祉センタ－    代表 0475-54-0611 電話相談 9-17 時 来所相談日 月 

〒283-0802 東金市東金 907-1 相談専用 0475-54-2388   

長生健康福祉センタ－   代表 0475-22-5167 電話相談 9-17 時 来所相談日 火 

〒297-0026 茂原市茂原 1102-1 相談専用 0475-22-5565   

夷隅健康福祉センタ－   代表 0470-73-0145 電話相談 9-17 時 来所相談日 水 

〒299-5235 勝浦市出水 1224 相談専用 0470-73-0801   

安房健康福祉センタ－   代表 0470-22-4511  電話相談 9-17 時 来所相談日 月 

〒294-0045 館山市北条 1093-1 相談専用 0470-22-6377   

君津健康福祉センタ－     代表 0438-22-3743 電話相談 9-17 時 来所相談日 金 

〒292-0832 木更津市新田 3-4-34 相談専用 0438-22-3411   

市原健康福祉センタ－    代表 0436-21-6391 電話相談 9-17 時 来所相談日 木 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（保
健
所
） 

（
地
域
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
） 

〒290-0056 市原市五井 1309 相談専用 0436-21-3511   

千葉市中央区千葉寺町 1208-2 043-209-8771 女性ｶｳﾝｾﾗｰによる電話・面接相談 

千葉市ハーモニープラザ内   （予約制） 

千葉市女性センター 相談用 
 9:00～21:00(日曜～17:00) 043-209-8775 女性相談 

月曜休館(月曜日が休日に    10:00～16:00 水･金･土･日 

あたるときは火曜日も休館)     14:00～20:00 火･木 

祝日/年末年始休館      

市川市市川 1-24-2 047-322-6700 一般相談（女性相談員受付） 

市川市男女共同参画センターウィズ     10:00～16:00・月～金 

 9:00～21:00 平日 相談専用(無料)   10:00～12:30・土日 

 9:00～17:00 土日 047-323-1777 法律相談（弁護士）（予約制） 

月末最終火曜休館     13:00～17:00・水 

祝日/年末年始休館      

船橋市宮本 2-1-4  047-423-0757 生き方相談(女性ｶｳﾝｾﾗｰ)(予約制） 

船橋市女性センター FAX047-423-3007   10:00～16:00・火･金 

     16:30～21:00・第 3 水 

9:00～22:00   法律相談(女性弁護士)(予約制） 

日曜休館     9:30～14:30・第 1 木 

祝休日/年末年始休館      16:00～20:00・第 3 月（フェイス） 

      13:00～17:00・第 4 水 

    女性相談(婦人相談員) 

      9:00～17:00・月～土 

    ※女性相談専用 Tel 047-423-8745 

松戸市本町 14-10 047-364-8778 女性ｶｳﾝｾﾗｰによる電話・面接相談 

女性センターゆうまつど  （予約制） 

毎月末日/年末年始休館 予約相談用 10:00～16:00・第 1～4 月,第 2･3･4 木 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
相
談 

女
性
セ
ン
タ
ー
等 

市
立 

9:00～21:00 047-363-0505 14:00～20:00・第 1 木 

 



 
 

 １５３

関 係 機 関 一 覧 
  名称 連絡先   

佐倉市王子台 1 丁目 23 番地 043-460-2580 女性のための相談（予約制） 

レイクピアウスイ 3 階 FAX043-460-2582 毎週金曜日 10:00～16:00 

佐倉市男女平等参画推進ｾﾝﾀｰ  (第 3 金曜日 14:00～20:00) 

9:00～21:00 第 2･4 水曜日 12/28～1/3 休    

習志野市津田沼 5-12-12 サンロード 5 階 047-453-9307 女性の生き方相談 

ステップならしの FAX047-453-9327 （女性カウンセラー）（予約制） 

(習志野市男女共同参画センター)  毎月第 1･3 金、第 2･4 火 

平日 9:00～21:00 土 9:00～17:00   10:00～16：00 

    （図書コーナーの本の貸出及び 

研修室申込は 17:00 まで）     

休館日 日曜・祭日・年末年始     

八千代市八千代台南 1-11-6 047-485-6505 女性、こころの悩み電話相談 

八千代台東南公共センター内  （女性カウンセラー） 

八千代市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 相談用 9:00～16:00・火･木･金 

047-485-7333   月曜休所(月曜日が休日にあたるときは 

火曜日も休所)    

祝日/年末年始休所      

浦安市猫実 1-1-2 047-351-1111 女性のための相談(予約制) 

文化会館 2 階 内線 1050・1051 第 1～4 月･火･木 10:00～16:00 

浦安市女性プラザ   ただしうち 3 回は 14:30～20:00 

8:30～17:00 予約時間 女性のための法律相談(予約制) 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
相
談 

女
性
セ
ン
タ
ー
等 

市
立 

土日祝日、12/29～1/3 休館 月～金 8:30～17:00 月 2 回 （日時は確認） 

女性の人権ホットライン 043-247-9922 10:00～16：00 月～金 

千葉市中央区中央港 1-11-3     国 

千葉地方法務局     

旭ヶ丘母子ホーム 043-231-4823 電話相談 

ファミリーセンター ヴィオラ 0438-53-3453 
電話・来所相談 9:00～18:00 

月～金 日・英・比対応 

043-224-7909 有料ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ（予約制） 

FAX043-224-7919 日祝日休み  10:00～17:00・月～金 NPO 法人 ウィメンズカウンセリングﾞちば 
  かたる会 奇数月第 2 木 13:00～15:00 事務所 

NPO 法人 Wink 04-7142-3233 火・金(祝日休） 13:00～17:00（1 回 30 分） 

04-7132-0711 電話相談 12:00～17:00 月・木  

090-5555-1034 シェルター案内 12:00～17:00･月～金 

(FAX 申込) 自助グループ「とまり木」 

04-7132-6757 第 1 金 13:00～14:30 アミュゼ柏 

NPO 法人 かしわ ふくろうの家 

04-7132-0711 ステップハウス案内 12:00～17:00 月・木  

NPO 法人 カウンセリング研究会「ワールド」 090-1610-5102 
面接相談日第 1・3 土（受付 月･水･土）  

場所 ふなばし｢フェイス｣5F ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ 

CTIC ちば 043-238-0187 
月～金(祝日休） 10:00～17:00 

外国人相談 

NPO 法人 乗馬クラブ グレイスファーム 0475-30-9295 
来所相談（要予約）第１金 

10:00～17:00 

女性への暴力ホットラインカナリヤ 047-364-8808 電話相談・火(祝日休） 12:00～16:00 

千葉いのちの電話 043-227-3900 電話相談・24 時間受付 

千葉犯罪被害者支援センター 043-221-3010 月～金(祝休日･年末年始を除く) 10:00～16:00 

NPO 法人 DV 被害者支援活動促進のための基
金 

043-223-7780 支援活動に関する情報提供 

NPO 法人 のだフレンドシップ青い鳥 04-7125-7106 13:00～16:00 月･火･水 

hand-in-hand ちば 043-224-2154 自立支援相談 13:00～16:00 火 

NPO 法人 ワーキング・ママのつどい mama@promenade21.co.jp
電話相談 月～金(祝日休） 12:00～16:00  

来所相談は要予約 

NPO 法人 ウィメンズ・ウィングちば 043‐224-7705 
電話相談 12:00～17:00 月･木 

主に外国人に対応 

  メールは 24 時間受信 

電話相談 金 13:00～17:00 

電話相談 金 13:00～16:00 

 
 
 
NPO 法人 女性と子どものスペース・ニコ 

 
 
 

047-385-7650 電話相談 金 13:00～17:00 

相
談
・情
報
提
供 

民
間
窓
口 

ＤＶ虹の会 043‐291‐0206 電話相談 金（祝休日） 13:00～21:00 

 



 
 

 １５４

関 係 機 関 一 覧 
  名称 連絡先   

283-8588 東金市台方 1229 0475-54-1531 女性専用外来（予約制）・保険診療 

東金病院   診察日・月～金 

287-0003 香取市佐原イ 2285    0478-54-1231 女性専用外来 

佐原病院   診察日・第 2～4 金  

290-0512  市原市鶴舞 575 0436-88-3111 女性専用外来 

循環器病ｾﾝﾀｰ   診察日・毎週水 (時間要問い合わせ） 

260-0852 千葉市中央区青葉町 1273-2 043-227-1990  女性専用外来 

千葉市立青葉病院 
 【予約専用】
043(227)0002  

診察日・水 9:00～12:00(完全予約制)  

    (予約受付)月～金 12:00～15:00 

273-8588 船橋市金杉 1-21-1 047-438-3321 女性専用外来 

船橋市立医療センター   診察日・月・水 

271-8511 松戸市上本郷 4005 047-363-2171 女性専用外来 

松戸市立病院   診察日・第 2･4 水 14:00～16:00 

296-0041 千葉県鴨川市東町 929 04-7099-1111 女性専用外来 

亀田総合病院   診察日・月・木 

292-0822 千葉県木更津市桜井 1010 0438-36-1071 女性専用外来 

君津中央病院 本院   診察日・毎週木 

293-0036 富津市千種新田 710 0439-65-1251 女性専用外来 

君津中央病院 大佐和分院   診察日・毎週月 

272-0824 千葉県市川市菅野 5-11-13 047-322-0151 女性専用外来 

東京歯科大学市川総合病院   診察日・木 

279-0021 千葉県浦安市富岡 2-1-1 047-353-3111 女性専用外来 

順天堂大学附属順天堂浦安病院   診察日・木・土 

289-2511 千葉県旭市イ 1326 0479-63-8111 女性専用外来 

国保 旭中央病院   診察日・毎週水･木（時間要問い合わせ） 

272-0021 市川市八幡 3-5-1 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾀﾜｰ 2F 047-323-8070 女性専用外来 

           診察日・木･日祝日以外の毎日 

みつはしクリニック   9:30～12:00 14:30～19:00 

277-8567 柏市柏下 163-1 04-7164-1111 女性専用外来 

東京慈恵会医科大学附属柏病院   診察日・毎週火（除第 5 火） 

278-8501 野田市横内 29‐1 04‐7124‐6666 女性専用外来 

小張総合病院   診察日・毎水 13:00～16:00 

290-0056 市原市五井 2134 0436-21-1181 女性専用外来 

医療法人 南総病院   診察日・金 予約制 

270-1101 我孫子市布佐 824-28 04-7189-1111 女性専用外来(完全予約制) 

女
性
専
用
外
来･

医
療
相
談 

平和台病院   診察日・第 1･2･3･5 木 15:00～16:40 

習志野市本大久保 5-7-14 047-475-5151 
習志野健康福祉センター 健康相談用電話 
  047-477-2119 

習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市 

市川市南八幡 5-11-22 047-377-1101 
市川健康福祉センター 健康相談用電話 
  047-377-6877 

市川市、浦安市 

松戸市小根本 7 047-361-2121 
松戸健康福祉センター 健康相談用電話 
  047-361-2121 

松戸市 

柏市柏 255 04-7167-1255 
柏健康福祉センター 健康相談用電話 
  04-7160-1016 

柏市、流山市、我孫子市 

野田市柳沢 24 04-7124-8155 
野田健康福祉センター 健康相談用電話 
  04-7126-6701 

野田市 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 043-483-1133 
印旛健康福祉センター 健康相談用電話 
  043-483-1443 

佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、

酒々井町、印旛村、本埜村、栄町 

成田市加良部 3-3-1 0476-26-7231 
成田支所   

成田市、富里市 

香取市佐原ロ 2127 0478-52-9161 
香取健康福祉センター 健康相談用電話 
  0478-52-9157 

香取市、神崎町、多古町、東庄町 

銚子市栄町 2-2-1 0479-22-0206 
海匝健康福祉センター 健康相談用電話 
  0479-22-0235 
匝瑳市八日市場イ 2119-1 0479-72-1281 

女
性
医
師
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
健
康
相
談･

虐
待
に
関
す
る
相
談
・
精
神
・ 

心
の
相
談 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（保
健
所
） 

八日市場地域保健センター   

銚子市、旭市、匝瑳市 

     

     

     



 
 

 １５５

  名称 連絡先   

東金市東金 907-1 0475-54-0611 
山武健康福祉センター 健康相談用電話 
  0475-54-3560 

東金市、山武市、大網白里町、九十九里町、

芝山町、横芝光町 

茂原市茂原 1102-1 0475-22-5167 
長生健康福祉センター 健康相談用電話 
  0475-22-5914 

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、

長柄町、長南町 

勝浦市出水 1224 0470-73-0145 
夷隅健康福祉センター 健康相談用電話 
  0470-73-0147 

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 

館山市北条 1093-1 0470-22-4511 
安房健康福祉センター 健康相談用電話 
  0470-22-4517 
千葉県鴨川市横渚 1457-1 0470-92-4511 
鴨川地域保健センター   

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

木更津市新田 3-4-34 0438-22-3743 
君津健康福祉センター 健康相談用電話 
  0438-22-3748 

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 

市原市五井 1309 0436-21-6391 
市原健康福祉センター 健康相談用電話 

女
性
医
師
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
健
康
相
談･ 

虐
待
に
関
す
る
相
談
・
精
神
・
心
の
相
談 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（保
健
所
） 

  0436-21-6391 
市原市 

千葉市美浜区幸町 1-3-9 043-238-9920   

千葉市保健所     

船橋市湊町 2-10-18 047-431-4191   

市
保
健
所 船橋市保健所     

千葉市中央区仁戸名町 666-2 043-263-3891(代表) 相談,診療（初回のみ予約制）  
   相談専用 診療  午前・月･火・木・金 

千葉県精神保健福祉センター 043-263-3893 電話相談受付  9:00～16:30  
 心の相談専用 心の相談受付  13:00～18:30  

 043-268-7830   

心
の
治
療 

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー  

 

 
 043-268-7474   

千葉市中央区中央 4-13-28 0120-783497 電話相談 

新都市ビル １階 （ナヤミヨクナル） （祝祭日を除く月～金 8:30～17:00） 
相
談 

少
年
セ

ン
タ
ー千葉県警察少年センター   面接相談（要予約） 

千葉市稲毛区天台 1-10-3 043-253-4101   

千葉県中央児童相談所     

市川市南八幡 5-11-22 047-370-1077   

千葉県市川児童相談所     

柏市根戸 445-12 04-7131-7175    

千葉県柏児童相談所       

銚子市台町 2183 0479-23-0076    

千葉県銚子児童相談所     

君津市中野 4-18-9 0439-55-3100    

千葉県君津児童相談所     

千葉市美浜区高浜 3-2-3 043-277-8880    

児
童
に
関
す
る
相
談 

児
童
相
談
所 

千葉市児童相談所     

夫婦関係調整・家事審判 
260-0013 千葉市中央区中央 4-11-27 043-222-0165 
千葉家庭裁判所（本庁）   

千葉市・習志野市・市原市・八千代市 

285-0038 佐倉市弥勒町 92 043-484-1215 
千葉家庭裁判所佐倉支部   

佐倉市・成田市・四街道市・八街市･印

西市・白井市・富里市・印旛郡 

299-4397 長生郡一宮町一宮 2791 0475-42-3531 
千葉家庭裁判所一宮支部   

茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷

隅郡 

271-8522 松戸市岩瀬無番地 047-368-5141 
千葉家庭裁判所松戸支部   

松戸市・野田市・柏市・流山市･我孫子

市・鎌ヶ谷市 

292-0832 木更津市新田 2-5-1 0438-22-3774 
千葉家庭裁判所木更津支部   

木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市 

294-0045 館山市北条 1073 0470-22-2273 
千葉家庭裁判所館山支部   

館山市・鴨川市・南房総市・安房郡 

289-2144 匝瑳市八日市場イ 2760 0479-72-1300 
千葉家庭裁判所八日市場支部   

銚子市・旭市（旧干潟町を除く）・東金

市・匝瑳市・山武市・山武郡・多古町 

287-0003 香取市佐原イ 3375 0478-52-3040 
千葉家庭裁判所佐原支部   

香取市・旭市（旧干潟町）・神崎町・東庄

町 

272-8511 市川市鬼高 2-20-20 047-336-3002 

法
的
な
処
理 

裁
判
所 

家
庭
裁
判
所 

千葉家庭裁判所市川出張所   
市川市・船橋市・浦安市 

関 係 機 関 一 覧 



 
 

 １５６

関 係 機 関 一 覧 
  名称 連絡先   

保護命令・仮処分・民事・刑事訴訟 
260-0013 千葉市中央区中央 4-11-27 043-222-0165
千葉地方裁判所(本庁)   

千葉市・習志野市・市原市・八千代市・市川市・船橋市・ 

浦安市 

285-0038 佐倉市弥勒町 92 043-484-1215
千葉地方裁判所佐倉支部   

佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里

市・印旛郡 

299-4397 長生郡一宮町一宮 2791 0475-42-3531
千葉地方裁判所一宮支部   

茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡 

271-8522 松戸市岩瀬無番地 047-368-5141
千葉地方裁判所松戸支部   

松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市 

292-0832 木更津市新田 2-5-1 0438-22-3774
千葉地方裁判所木更津支部   

木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市 

294-0045 館山市北条 1073 0470-22-2273
千葉地方裁判所館山支部   

館山市・鴨川市・南房総市・安房郡 

289-2144 匝瑳市八日市場イ 2760 0479-72-1300
千葉地方裁判所八日市場支部   

銚子市・旭市（旧干潟町を除く）・東金市・匝瑳市・山武市・

山武郡・多古町 

287-0003 香取市佐原イ 3375 0478-52-3040

法
的
な
処
理 

裁
判
所 

地
方
裁
判
所 

千葉地方裁判所佐原支部   
香取市・旭市（旧干潟町）・神崎町・東庄町 

千葉市中央区中央 4-13-12 043-227-8964 民事法律扶助 

法律扶助協会千葉県支部   無料法律相談・随時電話にて受付 
法
律

相
談

法
律
扶

助
協
会    ※ただし資力要件あり 

千葉市中央区中央 4-13-12 043-227-8431 無料法相談 

千葉県弁護士会 043-227-8530  月･水･金 当日 9:30 より受付 

     13:00～面接相談（30 分程度） 

    043-227-8954 有料法律相談（予約制）(10,500 円／1 時間) 

予約受付時間（各地区共通）    午前・午後 月～金 

 10:00～11:30 13:00～16:00   土・夜間法律相談（予約制）(10,500 円／1 時間)  

 祝祭日は休業   （相談場所は担当弁護士法律事務所） 

法律相談センター本庁（千葉）   17:00～20:00 平日 10:00～17:00 土 

      前日までに予約 

茂原市町保 7-134 0475-23-0640 有料法律相談（予約制）（7,875 円／45 分） 

長谷川ビル 3 階    10:00～16:00 火・金（祝祭日は休み） 

茂原法律相談センター      

松戸市松戸 1281-29  047-366-6611 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

住友生命松戸ビル 4 階    13:30～16:00 月･水･金（祝祭日は休み） 

松戸法律相談センター    10:00～16:00 火･木（祝祭日は休み） 

船橋市本町 1-10-10 047-437-3634 有料法律相談（予約制）（7,875 円／45 分） 

船橋商工会議所 3 階    10:00～16:45 月･木（祝祭日は休み） 

船橋法律相談センター    13:00～16:45 水（祝祭日は休み） 

       10：00～14:30 土（祝祭日は休み） 

銚子市三軒町 19-4 043-227-8971 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

銚子商工会館 2 階    13:00～16:00 木（祝祭日は休み） 

銚子法律相談センター   2 コマの予約もできます 

鴨川市横渚 643-2 043-227-8972 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

鴨川商工会 3 階    13:20～16:20 水（祝祭日は休み） 

鴨川法律相談センター   2 コマの予約もできます 

成田市花崎町 736-62 043-227-8984 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

成田市商工会館    13:00～16:00 金（祝祭日は休み） 

成田法律相談センター   2 コマの予約もできます 

香取市佐原イ 525-1 043-227-8983 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

佐原商工会議所     13:00～16:00 火（祝祭日は休み） 

佐原法律相談センター   2 コマの予約もできます 

袖ケ浦市福王台 3-1-3 043-227-8970 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

袖ケ浦市商工会館    13:00～16:00 木 相談場所は担当弁護士法律事務所 

       13:00～16:00 月 袖ヶ浦 

木更津･袖ケ浦法律相談ｾﾝﾀｰ   2 コマの予約もできます 

東金市東岩崎 1-5 0475-23-0640 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

東金商工会館    13:00～16:00 水 

東金法律相談センター   2 コマの予約もできます 

館山市八幡 821 043-227-8972 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

館山商工会議所    13:45～16:45 月（祝祭日は休み） 

館山法律相談センター   2 コマの予約もできます 

匝瑳市八日市場イ 2755 0479-72-0271 有料法律相談（予約制）（5,250 円／30 分） 

裁判所内弁護士会館    13:30～16:30 月（祝祭日は休み） 

法
律
相
談 

千
葉
県
弁
護
士
会 

八日市場法律相談センター   2 コマの予約もできます 
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関 係 機 関 一 覧 
  名称 連絡先   

千葉市中央区市場町 1-1(県庁本庁舎) 043-223-2249 無料法律相談･予約制 

県庁広聴グループ 043-223-2250 月 3 回 木 13:00～16:00(月曜 9 時から予約受付) 

船橋市本町 1-3-1(フェイス 7 階) 047-424-8368 無料法律相談･予約制 

葛南県民センター   第 4・金 13:00～16:00 

松戸市小根本 7(東葛飾合同庁舎) 047-365-3008 無料法律相談･予約制 

東葛飾県民センター   第 2・金 13:00～16:00 

佐倉市鏑木仲田町 8-1(印旛合同庁舎) 043-483-1112 無料法律相談･予約制 

北総県民センター   第 3・金 13:00～16:00 

香取市北 3-1-3(香取合同庁舎） 0478-54-6811 無料法律相談･予約制 

北総県民センター香取事務所   第 1・金 13:00～16:00 

旭市ニ 1997-1(海匝合同庁舎) 0479-64-0597 無料法律相談･予約制 

北総県民センター海匝事務所   第 2・金 13:00～16:00 

茂原市茂原 1102-1(長生合同庁舎） 0475-25-7830 無料法律相談･予約制 

東上総県民センター   第 3・金 13:00～16:00 

東金市東新宿 1-1-11(山武合同庁舎) 0475-55-3861 無料法律相談･予約制 

東上総県民センター山武事務所   隔月（奇数月） 第 4・金 13:00～16:00 

大多喜町猿稲 14(夷隅合同庁舎) 0470-82-3935 無料法律相談･予約制 

東上総県民センター夷隅事務所   隔月（奇数月） 第 1・金 13:00～16:00 

木更津市貝渕 3-13-34(君津合同庁舎) 0438-23-4812 無料法律相談･予約制 

南房総県民センター   隔月（奇数月） 第 3・金 13:00～16:00 

館山市北条 402-1(安房合同庁舎) 0470-22-7222 無料法律相談･予約制 

法
律
相
談 

県
民
セ
ン
タ
ー 

南房総県民センター安房事務所   第 4・金 13:00～16:00 

ハローワーク千葉 043-242-1181 
千葉市美浜区幸町 1-1-3  
     
     

千葉市のうち中央区(千葉南所の管轄区域を除く)、美

浜区、花見川区、稲毛区、若葉区、四街道市、八街

市、山武市、山武郡横芝光町のうち旧横芝町 

ハローワーク千葉南 043-300-8609 
 千葉市中央区南町 2-16-3 

ユウキ蘇我駅前ビル 3 階・4 階  
     
     
     
      

千葉市のうち中央区（赤井町、今井１～３丁目、今井

町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩

田町、白旗１～３丁目、蘇我町１・２丁目、大巌寺町、新

浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘

町、南生実町、南町１～３丁目、宮崎１・２丁目、宮崎

町、村田町、若草１丁目）、緑区、市原市、東金市、山

武郡のうち大網白里町、九十九里町 

ハローワーク市川 047-370-8609 
市川市南八幡 5-11－21  

市川市、浦安市 

ハローワーク銚子 0479-22-7406 
銚子市東芝町 5-9  
      

銚子市、匝瑳市、旭市(佐原所の管轄区域を除く)、山

武郡横芝光町のうち旧光町 

ハローワーク館山 0470-22-2236 
館山市八幡 815-2  

館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 

ハローワーク木更津 0438-36-6228 
木更津市潮見 6-3   

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 

ハローワーク佐原 0478-55-1132 
香取市北 1-3-2  

香取市、成田市のうち旧下総町、旧大栄町、旭市のう

ち旧干潟町、香取郡 

ハローワーク茂原 0475-25-8609 
茂原市高師 1846 茂原地方合同庁舎 1Ｆ   

茂原市、いすみ市、勝浦市、長生郡、夷隅郡 

ハローワークいすみ 0470-62-3551 
いすみ市大原 8000-1  

いすみ市、勝浦市、夷隅郡 

ハローワーク松戸 047-367-8609 
松戸市松戸 1307-1 松戸ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 3F   

松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 

ハローワーク野田 04-7124-4181 
野田市みずき 2-6-1   

野田市 

ハローワーク船橋 047-431-8287 
船橋市湊町 2-10-17   

船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市 

ハローワーク成田 0476-27-8609 
成田市加良部 3-4-2  

生
活
再
建
支
援 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク 

      

成田市(佐原所の管轄区域を除く)、佐倉市、印西市、

富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町 

 
 



 
 

 １５８

関 係 機 関 一 覧 
  名称 連絡先   

千葉市中央区今井 1-14-43 千葉市蘇我勤労市民ﾌﾟﾗｻﾞ 1F 043-300-8282 火～金 

千葉市就職相談室無料職業紹介所    

市原市五井中央東 2-6-1 相川ﾋﾞﾙ 5F 0436-23-6941 月～金 

市原パートバンク     

市原市五井中央東 2-6-1 相川ﾋﾞﾙ 5F 0436-23-1830 月～金 

市原市高年齢者職業相談室    

東金市東岩崎 1-3 東金市役所別棟 1F 0475-52-1104 月～金 

東金市高年齢者職業相談室     

四街道市鹿渡 895-14 四街道市商工会館 1F 043-422-2895 月～金 

四街道市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室    

船橋市本町 1-3-1 船橋駅南口ﾌｪｲｽ 5F 047-423-3097 月･水･木･金 

船橋市高年齢者職業相談室     

習志野市津田沼 5-12-12 ｻﾝﾛｰﾄﾞ津田沼ﾋﾞﾙ 6F 047-451-7668 月～金 

習志野市高年齢者職業相談室    

八千代市大和田新田 312-5 八千代市役所 1F 047-483-1151（2120） 月～金 

八千代市高年齢者職業相談室     

鎌ケ谷市初富 928-744 鎌ケ谷市役所 2F 047-445-1141(544) 月～木 

鎌ケ谷市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室    

白井市復 1123 白井市役所 2F 047-492-1111(3280) 月～金 

白井市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室     

白井市復 1123 白井市役所 2F 047-492-1111(3280) 月～金 

白井市無料職業紹介所    

市川市市川南 1-10-20 市川駅南口ｱｰｹｰﾄﾞ街 047-323-1186 月～金 

市川市高年齢者職業相談室     

市川市行徳駅前 2-17-2 TNK ﾋﾞﾙ 4F 047-359-8010 月～金 

市川パートバンク    

浦安市入船 1-4-1 ﾀﾞｲｴｰ新浦安店 2F 047-381-8609 月～金 

浦安市パートサテライト     

松戸市根本 8-11 松戸市勤労会館 1F 047-368-5656 火～金 

松戸市高年齢者職業相談室    

松戸市上矢切 299-1 総合福祉会館 1F 047-365-4712 月～金 

松戸市社会福祉協議会高年齢者無料職業紹介所     

柏市末広町 5-16 ｴｽﾊﾟｽ柏ビル 2F 04-7145-8542 月～金 

柏市高年齢者職業相談室    

柏市末広町 5-16 ｴｽﾊﾟｽ柏ビル 2F 04-7145-6114 月～金 

柏パートバンク     

流山市大畔 25-17 流山市勤労者総合福祉ｾﾝﾀｰ内 04-7155-5885 火～金 

流山市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室    

我孫子市我孫子 1855 我孫子市民会館 2F 04-7185-1111(450) 火～土 

我孫子市高年齢者職業相談室    

我孫子市無料職業紹介所     

野田市鶴奉 7-1 野田市役所 2F 04-7125-1111(3224) 月～金 

野田市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室    

野田市鶴奉 7-1 野田市役所 2F 04-7125-1111(3224) 月・水・金 

野田市無料職業紹介所     

成田市花崎町 760 成田市役所２Ｆ 0476-22‐1111(2725) 月～金 

成田市高年齢者職業相談室    

成田市花崎町 736-62 成田市商工会館 1F 0476-22-8281 月～金 

成田パートサテライト     

佐倉市宮前 3-4-1 ﾐﾚﾆｱﾑｾﾝﾀｰ佐倉 3F 043-483-3180 月～金 

佐倉市高年齢者職業相談室    

佐倉市王子台 1-21-14 鳥羽ﾋﾞﾙ４Ｆ 043-487-1700 月～金 

佐倉パートサテライト     

勝浦市新官 1343-1 勝浦市役所 1F 0470-73-1211(2115) 月・水・金 

勝浦市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室    

君津市久保 2-13-1 君津市役所１Ｆ 0439-56-1474 水～金 火(午後のみ) 

君津高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室     

富津市下飯野 2443 富津市役所 1F 0439-80-1380 火・水・金 

富津市高年齢者職業相談室  月 13:00～16:00 

鴨川市横渚 1450 鴨川市役所 1F 04-7093-7853 月～金 

鴨川市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室     

銚子市若宮町 1-1 銚子市役所市民相談ｾﾝﾀｰ内 0479-24-8181（553） 月～金 

銚子市高年齢者職業相談室    

旭市ニ 5127 0479-62-5359 月～金 

生
活
再
建
支
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就
職
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旭市高年齢者・パートタイマー職業相談室     

 



 
 

 １５９

関 係 機 関 一 覧 
  名称 連絡先   

匝瑳市八日市場 793-34 0479-70-2070 月・火・木・金 

匝瑳市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室  水 閲覧のみ 

八街市八街ほ 35-29 八街市役所第 2 庁舎 2F 043-443-1111(2290) 月～金 

八街市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室     

袖ヶ浦市坂戸市場 1-1 袖ヶ浦市役所 1F 0438-62-2111(578)
袖ヶ浦市高年齢者･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ職業相談室   

月･木･金 9:00～12:00、13:00～16:00  

火 13:00～16:00 

千葉市中央区新町 3-13 千葉 TN ﾋﾞﾙ 1F 043-203-8510 求人情報の検索 

求人情報プラザ    

千葉市中央区新町 3-13 千葉 TN ﾋﾞﾙ 1F 043-238-8100 
千葉両立支援ハローワーク   

育児等と職業を両立するため、主にパートを希

望する方への職業紹介 

千葉市中央区中央 3-3-1 ﾌｼﾞﾓﾄ第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6F 043-225-2295 パートタイム労働相談 043-225-2295 

(財)21 世紀職業財団千葉事務所   フレーフレーテレフォンちば 043-225-2020 

千葉市中央区都町 2-1-12 043-232-7729 相談員 月～金 9:00～17:00 

生
活
再
建
支
援 

就
職
相
談 

ちばキャリアアップセンター   キャリアカウンセラー 月～金 

千葉市中央区市場町 1-1(県庁本庁舎 2Ｆ) 043-223-2744 開庁日 9 時～20 時（17 時以降は電話のみ） 

千葉県労働相談センター   弁護士による特別労働相談(予約制) 
労
働 

相
談 

       毎月第 1･2 第 4 金 13:00～ 

千葉市中央区市場町 1-1(県庁本庁舎 15Ｆ) 043-223-2741 
千葉県商工労働部雇用労働課   

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_rousei/inde

x.html 

    千葉市、市原市 

船橋市本町１－３－１（フェイス７階） 047-424-8369 
葛南県民センター県政情報課   

市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市

松戸市小根本７（千葉県東葛飾合同庁舎） 047-361-4089 
東葛飾県民センター県政情報課   

松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ

谷市 

佐倉市鏑木仲田町８－１（千葉県印旛合同庁舎） 043-483-1439 
北総県民センター県政情報課   

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、

白井市、富里市、印旛郡 

香取市北３－１－３（千葉県香取合同庁舎） 0478-54-1311 
北総県民センター香取事務所   

香取市、香取郡 

旭市二 1997-1（千葉県海匝合同庁舎） 0479-62-0261 
北総県民センター海匝事務所   

銚子市、旭市、匝瑳市 

茂原市茂原１１０２－１（千葉県長生合同庁舎） 0475-25－7830 
東上総県民センター県政情報課   

茂原市、長生郡 

東金市東新宿１－１－１１（千葉県山武合同庁舎） 0475-55-3861 
東上総県民センター山武事務所   

東金市、山武市、山武郡 

夷隅郡大多喜町猿稲１４（千葉県夷隅合同庁舎） 0470-82-2211 
東上総県民センター夷隅事務所   

勝浦市、いすみ市、夷隅郡 

木更津市貝渕３－１３－３４（千葉県君津合同庁舎） 0438-23-4812 
南房総県民センター県政情報課   

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 

館山市北条４０２－１（千葉県安房合同庁舎） 0470-22-7111 

内
職
相
談 

南房総県民センター安房事務所   
館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 

松戸市小根本 7（東葛飾合同庁舎 3 階） 047-361-4016   

   

生
活
再
建
支
援 

再
就
職

相
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千葉県地域求職活動支援事業 
(再就職支援センター)     

千葉市中央区中央 4-13-28   県営住宅の入居事務 

  新都市ビル 8F   
 県まちづくり公社 043-222-9200 
  県営住宅募集課   
住宅供給公社総合案内所内  
 住まい情報プラザ(県営住宅ほか) 043-223-3266 

県
営
住
宅 

    

年４回空家募集を実施。抽選の結果、当選者に

対し資格審査を行い入居者を決定します。 

ＤＶ世帯・母子家庭等に当選確率の優遇有 

連帯保証人必要 

申込みから入居まで３か月かかります。 

住宅供給公社（業務課） 043-227-5164 公社住宅等の賃貸・入居 

      （総合案内所） 043-227-5673   
公
営
住

宅
等 

        

都市再生機構（旧都市公団）   UR(旧公団）住宅の募集案内 

 総合募集センター 03-3347-4375 URL:http://www.ur-net.go.jp/ 

住

ま

い 

Ｕ
Ｒ
賃
貸

住
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 １６０

 
警察署一覧 各署の生活安全課には相談を専門に受け付けるスタッフがいます。 

名称 電話番号 郵便番号 所在地 

 警察本部相談    
 サポートコーナー 

 ０４３－２２７－９１１０ 〒260-8668 千葉市中央区市場町１-2 

 千 葉 中 央警察署   ０４３－２４４－０１１０  〒260-8510 千葉市中央区中央港 1-13-1  

 千 葉 東 警察署  ０４３－２３３－０１１０  〒264-0007 千葉市若葉区小倉町 859-2 

 千 葉 西 警察署  ０４３－２７７－０１１０  〒261-0011 千葉市美浜区真砂 2-1-1 

 千 葉 南 警察署  ０４３－２９１－０１１０  〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央 8-1-2  

 千 葉 北 警察署  ０４３－２８６－０１１０  〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町 199-1 

 習 志 野 警察署  ０４７－４７４－０１１０  〒275-0015 千葉県習志野市鷺沼台 2-4-1 

 八 千 代 警察署  ０４７－４８６－０１１０  〒276-0044 八千代市萱田町 681-39 

 船   橋  警察署  ０４７－４３５－０１１０  〒273-0001 船橋市市場 4-18-1 

 船 橋 東 警察署  ０４７－４６７－０１１０  〒274-0063 船橋市習志野台 7-9-20 

 鎌  ヶ 谷 警察署  ０４７－４４４－０１１０  〒273-0121 鎌ヶ谷市初富 928-59 

 市   川  警察署  ０４７－３７０－０１１０  〒272-0015 市川市鬼高 4-4-1 

 行   徳  警察署  ０４７－３９７－０１１０  〒272-0127 市川市塩浜 3-10-18 

 浦   安  警察署  ０４７－３５０－０１１０  〒279-0011 浦安市美浜 5-13-2 

 松   戸  警察署  ０４７－３６９－０１１０  〒271-8557 松戸市松戸 558-2 

 松 戸 東 警察署  ０４７－３４９－０１１０  〒270-0023 松戸市八ヶ崎 4-51-9 

 野   田  警察署  ０４－７１２５－０１１０  〒278-0005 野田市宮崎 147-4 

   柏    警察署  ０４－７１４８－０１１０  〒277-8554 柏市松ヶ崎 722-1 

 流   山  警察署  ０４－７１５９－０１１０  〒270-0175 流山市三輪野山 744-4 

 我 孫 子 警察署  ０４－７１８２－０１１０  〒270-1177 我孫子市柴崎 904-1 

 佐   倉  警察署  ０４３－４８４－０１１０  〒285-0811 佐倉市表町 3-17-1 

 四 街 道 警察署  ０４３－４３２－０１１０  〒284-0044 四街道市和良比 635-5 

 成   田  警察署  ０４７６－２７－０１１０  〒286-0036 成田市加良部 3-5 

成田国際空港警察署  ０４７６－３２－０１１０  〒282-0011 成田市古込字込前 133 

 印   西  警察署  ０４７６－４２－０１１０  〒270-1327 印西市大森 2514-13 

 香   取  警察署  ０４７８－５４－０１１０  〒287-0002 香取市北 2-1-1 

 銚   子  警察署  ０４７９－２３－０１１０  〒288-0814 銚子市春日町 1922-2 

   旭    警察署  ０４７９－６４－０１１０  〒289-2504 旭市二 1-1 

 匝   瑳  警察署  ０４７９－７２－０１１０  〒289-2144 匝瑳市八日市場イ 559-1 

 山   武  警察署  ０４７５－８２－０１１０  〒289-1321 山武市富田ト 1177-3 

 東   金  警察署  ０４７５－５４－０１１０  〒283-0061 東金市北之幸谷 10-12 

 茂   原  警察署  ０４７５－２２－０１１０  〒297-0031 茂原市早野新田 7 

 い す み  警察署  ０４７０－６２－０１１０  〒298-0004 いすみ市大原 8312-4 

 勝   浦  警察署  ０４７０－７３－０１１０  〒299-5235 勝浦市出水 1212-2 

 市   原  警察署  ０４３６－４１－０１１０  〒290-0067 市原市八幡海岸通 1965-17 

 木 更 津 警察署  ０４３８－２２－０１１０  〒292-0834 木更津市潮見 2-1-2 

 君   津  警察署  ０４３９－５４－０１１０  〒299-1152 君津市久保 4-1-1 

 富   津  警察署  ０４３９－６６－０１１０  〒299-1616 富津市海良 121-1 

 館   山  警察署  ０４７０－２３－０１１０  〒294-0045 館山市北条 1090 

 鴨   川  警察署  ０４－７０９２－０１１０  〒296-0001 鴨川市横渚 1465 
 
 
 



 
 

 １６１

市福祉事務所等一覧     

名称 住所 電話番号 
千葉市中央福祉事務所社会援護課 千葉市中央区中央 3-10-8 043-221-2154 
千葉市花見川福祉事務所社会援護課 千葉市花見川区瑞穂 1-1 043-275-6471 
千葉市稲毛福祉事務所社会援護課 千葉市稲毛区穴川 4-12-1 043-284-6142 
千葉市若葉保健福祉センター社会援護 千葉市若葉区貝塚町 1258-20 043-233-8156 
千葉市緑福祉事務所社会援護課 千葉市緑区おゆみ野 3-15-3 043-292-8152 
千葉市美浜福祉事務所社会援護課 千葉市美浜区真砂 5-15-1 043-270-3149 
銚子市福祉事務所 銚子市若宮町 1-1 0479-24-8181 
市川市福祉事務所 市川市八幡 1-1-1 047-334-1111 
船橋市福祉サービス部生活支援課 船橋市湊町 2-10-25 047-436-2365 
館山市市民福祉部社会福祉課 館山市北条 1145-1 0470-22-3492 
木更津市保健福祉部社会福祉課 木更津市潮見 1-1 0438-23-7111 
松戸市福祉事務所 松戸市根本 387-5 047-366-7349 
野田市保健福祉部社会福祉課 野田市鶴奉 7-1 04-7125-1111 
茂原市健康福祉部社会福祉課 茂原市道表１ 0475-20-1571 
成田市保健福祉部社会福祉課 成田市花崎町 760 0476-20-1536 
佐倉市福祉部社会福祉課 佐倉市海隣寺町 97 043-484-6134 
東金市市民福祉部社会福祉課 東金市東岩崎 1-1 0475-50-1166 
旭市社会福祉課 旭市ニ-1920 0479-62-5351 
習志野市保健福祉部保護課 習志野市鷺沼 1-1-1 047-453-9205 
柏市児童家庭部生活支援課 柏市柏 5-10-1 04-7167-1111 
勝浦市福祉事務所 勝浦市新官 1343-1 0470-73-6613 
市原市福祉事務所 市原市国分寺台中央 1-1-1 0436-22-1111(大代表） 
流山市保健福祉部社会福祉課 流山市平和台 1-1-1 04-7150-6079 
八千代市健康福祉部生活支援課 八千代市大和田新田 312-5 047-483-1151(大代表) 
我孫子市保健福祉部福祉総合相談室 我孫子市我孫子 1858 04-7185-1111 
鴨川市福祉事務所 鴨川市八色 887-1 04-7093-7112 
鎌ケ谷市保健福祉部社会福祉課 鎌ケ谷市初富 928-744 047-445-1141 
君津市保健福祉部厚生課 君津市久保 2-13-1 0439-56-1183 
富津市福祉事務所 富津市下飯野 2443 0439-80-1259 
浦安市保健福祉部社会福祉課 浦安市猫実 1-1-1 047-351-1111 
四街道市福祉事務所 四街道市鹿渡無番地 043-42１-2111 
袖ヶ浦市保健福祉部厚生課 袖ヶ浦市板戸市場 1-1 0438-62-2111 
八街市福祉事務所 八街市八街ほ 35-29 043-443-1622 
印西市福祉事務所 印西市大森 2364-2 0476-42-5111 
白井市福祉事務所 白井市復 1123  047-497-3482 
富里市福祉事務所 富里市七栄 652-1 0476‐93‐1111 
南房総市福祉事務所 南房総市谷向 116-2 0470-36-1151 
匝瑳市福祉課 匝瑳市八日市場ハ 793-2 0479-73-0096 
香取市児童生活課 香取市佐原口 2127 0478-50-1257 
山武市福祉事務所子育て支援課 山武市松尾町五反田 3013 0479-80-8366 
いすみ市福祉課 いすみ市大原 7400-1 0470-62-1117 
     

公証役場一覧     
名称 郵便番号 住所 電話番号 ファックス 

千葉中央 260-0013 千葉市中央区中央 4-15-3 読売千葉ビル 4 階 043(224)1408 043(222)0503

千葉合同 260-0013 千葉市中央区中央 3-11-11 
 ニュー豊田ビル 4 階 043(227)3661 043(227)3663

船   橋 273-0011 船橋市湊町 2-5-1 アイカワビル 5 階 047(437)0058 047(437)0394
市   川 272-0021 市川市八幡 3-8-18 メゾン本八幡ビル 205 047(321)0665 047(321)0665
木 更 津 292-0057 木更津市東中央 3-5-2-102 第 2 三幸ビル 1 階 0438(22)2243 0438(22)2243

銚   子 288-0053 銚子市東町 14-1 岡田ビル 2 階 0479(23)6071 0479(23)6071
松   戸 271-0091 松戸市本町 11-8 鈴木ビル 2 階 047(363)2091 047(369)2109

柏 277-0005 柏市柏 3-7-17-203 トーカン柏キャステール 2 階 04(7166)6262 04（7166)6373
成   田 286-0033 成田市花崎町 814-56 カワイビル 3 階 0476(22)1035 0476(22)1073
館   山 294-0047 館山市八幡 32-2 0470(22)5528 0470(22)5528
茂   原 297-0026 茂原市茂原 640-10 クルミビル 2 階 0475(22)5959 0475(22)5959

     

入国管理局     
名称 郵便番号 住所 電話番号 

東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南 5-5-30 03-5796-7111 
千葉県千葉市中央区千葉港 2-1 東京入国管理局 

千葉出張所 
〒260-0026 

千葉中央コミュニティーセンター内 043-242-6597 



 
 

 １６２

 
保健センター等一覧    

市町村名 名称 郵便番号 住所 電話番号 

千葉市蘇我保健センター 260-0834 千葉市中央区今井 1-14-38 043（264）5052 

千葉市小中台保健センター 263-0043 千葉市稲毛区小仲台 5-3-1 043（256）9418 

千葉市若葉保健福祉センター健康課 264-8550 千葉市若葉区貝塚町 1258-20 043（232）3021 

千葉市鎌取保健センター 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央 8-2 043（291）4555 

千葉市犢橋保健センター 262-0013 千葉市花見川区犢橋町 1465 043（259）0251 

千葉市 

千葉市高洲保健センター 261-0004 千葉市美浜区高洲 3-12-1 043（279）5300 

銚子市 
銚子市保健福祉センター「すこやかなま
なびの城」 

288-0047 銚子市若宮町 4-8 0479（24）8070 

市川市保健センター 272-0023 市川市南八幡 4-18-8 047（377）4511 
市川市 

市川市南行徳保健センター 272-0138 市川市南行徳 1-21-1 047（359）8785 

船橋市保健所 273-0011 船橋市湊町 2-10-18 047（431）4191 

船橋市中央保健センター 273-0021 船橋市海神 2-13-25 047（423）2111 

船橋市東部保健センター 274-0077 船橋市薬円台 5-31-1 047（466）1383 

船橋市北部保健センター 274-0812 船橋市三咲 7-24-1 047（449）7600 

船橋市 

船橋市西部保健センター 273-0033 船橋市本郷町 457-1 047（302）2626 

館山市 館山市保健センター 294-0045 館山市北条 740-1 0470（23）3113 

木更津市 木更津市保健相談センター 292-0067 木更津市中央 1-5-18 0438（23）1300 

松戸市中央保健福祉センター 271-0072 松戸市竹ケ花 74-3 047（366）7489 

松戸市小金保健福祉センター 270-0014 松戸市小金 2 ピコティ西館 3 階 047（346）5601 

松戸市常盤平保健福祉センター 270-2218
松戸市五香西 3-7-1 健康福祉
会館 2 階 

047（384）1333 松戸市 

松戸市常盤平保健福祉センター六実
保健室 

270-2203 松戸市六高台 3-70 047（384）2583 

野田市保健センター 278-0003 野田市鶴奉 7-4 04（7125）1188 
野田市 

野田市関宿保健センター 270-0226 野田市東宝珠花 260-1 04（7198）5011 

茂原市 茂原市保健センター 297-0029 茂原市高師 3001 0475（25）1725 

成田市保健福祉館 286-0017 成田市赤坂 1-3-1 0476（27）1111 

成田市保健福祉館 下総分館 289-0192 成田市猿山 1080 0476（96）1108 成田市 

成田市保健福祉館 大栄分館 287-0234 成田市松子 413-1 0478（73）6881 

佐倉市健康管理センター 285-0825 佐倉市江原台 2-27 043（485）6711 

佐倉市西部保健センター 285-0843 佐倉市中志津 2-32-4 043（463）4181 佐倉市 

佐倉市南部保健センター 285-0806 佐倉市大篠塚 1587 043（483）2812 

東金市 東金市保健福祉センター 283-0005 東金市田間 421 0475（50）1174 

旭市保健センター 289-2504 旭市ニの 2787-1 0479（63）8766 

干潟保健センター 289-0592 旭市南堀ノ内 10 0479（68）1072 

海上保健センター 289-2692 旭市高生 1 0479（55）5516 
旭市 

飯岡保健センター 289-2712 旭市横根 3520 0479（57）3113 

習志野市津田沼・鷺沼ヘルスステーシ
ョン 

275-0016 習志野市津田沼 5-14-24 047（453）9303 

習志野市谷津ヘルスステーション 275-0026 習志野市谷津 5-16-33 047（479）0066 

習志野市秋津ヘルスステーション 275-0025 習志野市秋津 3-4-1 047（453）2966 

習志野市屋敷ヘルスステーション 275-0004 習志野市屋敷 4-6-6 047（478）3330 

習志野
市 

習志野市東習志野ヘルスステーション 275-0001 習志野市東習志野 3-1-20 047（476）1662 

柏市 柏市健康管理センター 277-8512 柏市柏下 73 04（7164）3333 

勝浦市 勝浦市保健福祉センター 299-5226 勝浦市串浜 1191-1 0470（73）6101 

市原市 市原市保健センター 290-8502 市原市五井 8181-1 0436（23）1187 

流山市 流山市保健センター 270-0121 流山市西初石 4-1433-1 04（7154）0331 

八千代市 八千代市保健センター 276-0042 八千代市ゆりのき台 2-10 047（483）4646 

我孫子市 我孫子市保健センター 270-1132 我孫子市湖北台 1-12-16 04（7187）1131 

鴨川市 鴨川市総合保健福祉会館 296-0033 鴨川市八色 887-1 04（7093）7111 



 
 

 １６３

 
市町村名 名称 郵便番号 住所 電話番号 

鎌ヶ谷市 鎌ケ谷市総合福祉保健センター 273-0195 鎌ケ谷市初富 928-744 047（445）1141 

君津市 君津市保健福祉センターふれあい館 299-1152 君津市久保 3-1-1 0439（57）2230 

浦安市 浦安市保健センター 279-0004 浦安市猫実 1-2-5 047（381）9051 

四街道市 四街道市保健センター 284-8555 四街道市鹿渡無番地 043（421）6100 

袖ヶ浦市 袖ケ浦市保健センター 299-0292 袖ケ浦市坂戸市場 1-1 0438（62）2111 

八街市 八街市総合保健福祉センター 289-1192 八街市八街ほ 35-29 043（443）1631 

印西市中央保健センター 270-1327 印西市大森 2356-3 0476（42）5595 
印西市 

印西市南部保健センター 270-1342 印西市高花 2-1-5 0476（47）2111 

白井市 白井市保健福祉センター 270-1492 白井市復 1123 047（497）3491 

富里市 富里市保健センター 286-0292 富里市七栄 652-1 0476（93）4121 

富山保健福祉センター 299-2204 南房総市平久里中 1410-1 0470（50）5211 

三芳保健福祉センター 294-0813 南房総市谷向 116-2 0470（36）2113 

白浜保健福祉センター「はまゆう」 295-0103 南房総市白浜町滝口 6755-3 0470（30）5120 

千倉保健センター 295-0004 南房総市千倉町瀬戸 2705-12 0470（44）5611 

丸山保健福祉センター「ほのぼの」 299-2501 南房総市珠師ヶ谷 1289-6 0470（40）5111 

南房総市 

和田地域福祉センター「やすらぎ」 299-2713 南房総市和田町松田 828 0470（47）5390 

匝瑳市保健センター 289-2144 匝瑳市八日市場イの 2408-1 0479（73）1200 
匝瑳市 

野栄福祉センター 289-3182 匝瑳市今泉 6491-1 0479（67）3118 

佐原保健センター 287-8501 香取市佐原ロ 2127 0478（50）1235 

山田保健センター 289-0414 香取市長岡 1307-1 0478（78）2142 香取市 

栗源保健センター 287-0192 香取市岩部 700 0478（75）3000 

成東保健福祉センター 289-1392 山武市殿台 296 0475（80）1171 

山武保健センター 289-1223 山武市埴谷 1904-3 0475（89）3633 

蓮沼保健センター 289-1892 山武市ハの 233 0475（86）3811 
山武市 

松尾ＩＴ保健福祉センター 289-1523 山武市松尾町五反田 3012 0479（80）8361 

夷隅保健センター 298-0123 いすみ市苅谷 1168 0470（86）3799 

大原保健センター 298-8501 いすみ市大原 7400-1 0470（62）1111 いすみ市 

岬ふれあい会館 299-4621 いすみ市岬町東中滝 720-1 0470（87）8785 

酒々井町 酒々井町保健センター 285-8510 印旛郡酒々井町中央台 4-10-1 043（496）0090 

印旛村 印旛村保健センター 270-1693 印旛郡印旛村瀬戸 554-1 0476（98）1111 

本埜村 本埜村保健センター 270-2392 印旛郡本埜村笠神 2587 0476（97）1111 

神崎町 神崎ふれあいプラザ保健福祉館 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿 96 0478（72）1603 

多古町 多古町保健福祉センター 289-2241 香取郡多古町多古 2848 0479（76）3185 

東庄町 東庄町保健福祉総合センター 289-0612 香取郡東庄町石出 2692-4 0478（80）3300 

大網白

里町 
大網白里町保健センター 299-3251 山武郡大網白里町大網 100-2 0475（72）8321 

九十九

里町 
九十九里町保健福祉センター 283-0104 山武郡九十九里町片貝 4099 0475（70）3161 

横芝光町 横芝光町健康づくりセンター「プラム」 289-1733 山武郡横芝光町栗山 1076  0479（82）3400 

芝山町 芝山町保健センター 289-1624 山武郡芝山町小池 980 0479（77）1891 

一宮町 一宮町保健センター 299-4301 長生郡一宮町一宮 2461 0475（40）1055 

長生村 長生村保健センター 299-4394 長生郡長生村本郷 1-77 0475（32）6800 

白子町 白子町農業者健康管理センター 299-4218 長生郡白子町関 5034-2 0475（33）2111 

長柄町 長柄町保健センター 297-0218 長生郡長柄町桜谷 712 0475（35）2486 

長南町 長南町保健センター 297-0192 長生郡長南町長南 2110 0475（46）3392 

御宿町 御宿町保健センター 299-5192 夷隅郡御宿町須賀 1522 0470（68）2511 

鋸南町 鋸南町保健福祉総合センター 299-1902 安房郡鋸南町保田 560 0470（50）1171 



 
 

 １６４

 
市町村社会福祉協議会一覧   

 各地域の住民が主体となり、住民の福祉向上を目的とする民間の自主的な組織です。 

 心配ごと相談や、社会福祉事業の調査、総合企画、連絡調整及び助成・普及・宣伝などの事業を行っています。 

名      称 電話番号 名       称 電話番号 

千葉市社会福祉協議会 043(209)8884 印西市社会福祉協議会 0476(42)0294 

銚子市社会福祉協議会 0479(24)8189 白井市社会福祉協議会 047(492)5713 

市川市社会福祉協議会 047(320)4001 富里市社会福祉協議会 0476(92)2451 

船橋市社会福祉協議会 047(431)2653 南房総市社会福祉協議会 0470(44)3541 

館山市社会福祉協議会 0470(23)5068 匝瑳市社会福祉協議会 0479(73)0759 

木更津市社会福祉協議会 0438(25)2089 香取市社会福祉協議会 0478(54)4410 

松戸市社会福祉協議会 047(368)0503 山武市社会福祉協議会 0475(82)7102 

野田市社会福祉協議会 04(7124)3939 いすみ市社会福祉協議会 0470(60)4111 

茂原市社会福祉協議会 0475(23)1969 酒々井町社会福祉協議会 043(496)6635 

成田市社会福祉協議会 0476(27)7755 印旛村社会福祉協議会 0476(98)3033 

佐倉市社会福祉協議会 043(484)6196 本埜村社会福祉協議会 0476(97)2943 

東金市社会福祉協議会 0475(52)5198 栄町社会福祉協議会 0476(95)1100 

旭市社会福祉協議会 0479(57)5577 神崎町社会福祉協議会 
0478(72)4031 

      4540 

習志野市社会福祉協議会 047(452)4161 多古町社会福祉協議会 0479(76)5940 

柏市社会福祉協議会 04(7163)3100 東庄町社会福祉協議会 0478(86)4714 

勝浦市社会福祉協議会 0470(73)6101 大網白里町社会福祉協議会 0475(72)1995 

市原市社会福祉協議会 0436(24)0011 九十九里町社会福祉協議会 0475(70)3163 

流山市社会福祉協議会 04(7159)4735 横芝光町社会福祉協議会 0479(82)6545 

八千代市社会福祉協議会 047(483)3021 芝山町社会福祉協議会 0479(78)0850 

我孫子市社会福祉協議会 04(7184)1539 一宮町社会福祉協議会 0475(42)3424 

鴨川市社会福祉協議会 04(7093)0606 睦沢町社会福祉協議会 0475(44)2514 

鎌ケ谷市社会福祉協議会 047(444)2231 長生村社会福祉協議会 0475(32)3391 

君津市社会福祉協議会 0439(57)2250 白子町社会福祉協議会 0475(33)5746 

富津市社会福祉協議会 0439(87)9611 長柄町社会福祉協議会 0475(30)7200 

浦安市社会福祉協議会 047(355)5271 長南町社会福祉協議会 0475(46)3391 

四街道市社会福祉協議会 043(422)2945 大多喜町社会福祉協議会 0470(82)4969 

袖ヶ浦市社会福祉協議会 0438(63)3888 御宿町社会福祉協議会 0470(68)6725 

八街市社会福祉協議会 043(443)0748 鋸南町社会福祉協議会 0470(50)1174 



 
 

 １６５

 

各市町村が設置するＤＶ相談窓口（平成 18.4 現在確認のもの） 

市町村名 窓   口   名 
（※：特に名称がないもの） 

担当課・部署 電話番号 備考 実施日・時間など 

ハーモニー相談 女性センター 043-209-8775 予約制 P57 参照 
中央福祉サービス課 043-221-2151
花見川福祉サービス課 043-275-6445
稲毛福祉サービス課 043-284-6139
若葉保健福祉サービス
課 

043-233-8152

緑福祉サービス課 043-292-8139

福祉事務所福祉サービス課 
（若葉区は保健福祉センター
保健福祉サービス課） 

美浜福祉サービス課 043-270-3153

母子自立支援員兼婦人相談員 
（相談日時：月・火・木・金 9:00～17:00） 

市民相談室 地域振興課 043-245-5140
千葉市中央コミュニティセンター2 階 
家事相談：月～金 9:00～16:00 
法律相談：月・水・金（予約制） 

中央区地域振興課 043-221-2106 法律相談；木（予約制） 
花見川地域振興課 043-275-6213 法律相談；月（予約制） 
稲毛区地域振興課 043-284-6106 法律相談；金（予約制） 
若葉区地域振興課 043-233-8123 法律相談；水（予約制） 
緑区地域振興課 043-292-8106 法律相談；水（予約制） 

各区役所地域振興課相談係 

美浜区地域振興課 043-270-3123

家事相談：月～金 
9:00～16:00 

 

法律相談；火（予約制） 

千葉市 

男女共同参画相談室 男女共同参画課 043-245-5686 相談受付時間 10:00～16:00 

市民相談センター 民生部市民課 0479-24-8181
一般相談：月～金(祝日を除く） 9:00～16:00 
法律相談：毎月第 1・3 水 13:00～17:00（予約制）
人権特設相談：毎月第 2 水 12:00～15:00 銚子市 

※ 民生部社会福祉課 0479-24-8181
ＤＶ相談、母子自立相談、家庭児童相談 
月～金(祝日を除く） 8:30～17:15 

男女共同参画センター相談室 男女共同参画課 047-323-1777 月～金 10：00～16：00 土日 10:00～12:30 
母子・婦人相談 子育て支援課 047-334-1111 月～金 9:00～17:00 市川市 
一般・法律・人権擁護相談 総合市民相談課 047-334-1111   
※ いずれも祝休日を除く。フェイス：船橋駅南口再開発ビル 
女性相談 047-423-8745 月～土 9：00～17：00 

女性の生き方相談 
予約制 
火・金 10：00～16：00 
第 3 水 16：30～21：00 

女性のための法律相談 

女性センター 
047-423-0757 予約制 

第 1 木 9：30～14：30  
第 3 月 16：00～20：00（フェイス）  
第４水 13：00～17：00 

母子家庭相談 児童家庭課 047-436-2320
月～金 9:00～17:00 
第 2 土 13:00～17:00（フェイス 
第 4 水 17:30～20:00  予約制） 

市民法律相談 予約制 
市民生活相談 月～金 9：30～12：00,13：00～15：00 

船橋市 

人権相談 
市民の声を聞く課 047-436-2784

第 2･3･4 水 13：00～16：00（フェイス） 
男女共同参画係 秘書広報課 0470-22-3135   

館山市 
市民相談室 企画課  0470-22-3199 月～金 9:00～12:00,13:00～17:00 
家庭児童相談 月･水･金 9:00～16:30 
母子婦人相談 

児童家庭課 0438-23-7111
火･木･金 9:00～16:30 木更津市 

人権・行政合同相談 市民生活課 0438-23-7111 第 1･3 月 13：00～15：00（予約制） 
婦人相談 家庭児童相談室 047-366-3941 月～金 8：30～17：00 

第 1～4 月 2･3･4 木 10:00～16：00（予約制） 
ゆうまつどこころの相談 女性センターゆうまつど 047-363-0505

第 1 木 14：00～20：00 
松戸市 

ほか市民相談でも受付け 市民相談課 047－366-7319 月～金 8:30～12:00,13:00～17:00 
女性のための相談 男女共同参画課 04-7125-1111 第 1～4 木・第 2 土 10：00～16：00（予約制） 

野田市 
母子・婦人相談 児童家庭課 04-7125-1111 月～木 9：00～17：00 金 9:00～19:00 
家庭児童相談 児童家庭課 0475-23-5500 月～金 8:30～17:00  

茂原市 
市民相談 生活課 0475-20-1505 月～金 8:30～17:00 
市民生活相談 月・木 9：00～16：00 
法律相談 水 13：00～16：00（予約制・市民に限る） 
もめごと･なやみごと･苦情相談
（人権相談） 

第 4 火 10：00～15：00 

もめごと･なやみごと･苦情相談
（人権相談） 

第 4 火 10：00～15：00 

外国人相談 

市民支援課市民相談室 0476-20-1507

第 2・4 木 13：00～16：00 

児童家庭課 0476-20-1538 月～金 9：00～16：00 

成田市 

家庭児童相談 
子ども館 0476-20-6300 木 9:00～16:00 



 
 

 １６６

市町村名 
窓   口   名 

（※：特に名称がないもの） 
担当課・部署 電話番号 備考 実施日・時間など 

法律・人権・行政相談 市民活動推進課 043-484-6128
月 3 回 火または木 10：00～14：00（コミュニティー
センターで実施） 

佐倉市 
女性のための相談 

男女平等参画 
推進センター 

043-460-2580
毎週金 10:00～16:00（第 3 金 14:00～20:00） 
（予約制） 

家庭児童相談 子育て支援課児童家庭係 0475-50-1202   
人権・行政合同相談 毎月 15 日 10：00～15：00 東金市 
法律相談 

総務部総務課行政係 0475-50-1117
毎月第 2 金曜 13：00～16：00（予約制） 

旭市 ※ 総務課庶務行政班 0479-62-5310   
女性の生き方相談 男女共同参画センター 047-453-9307 第 1･3 金,第 2･4 火 10：00～16：00 面談のみ 
※ 子育て支援課 047-453-9203 月～金 8:30～17：00 
人権相談 社会福祉課 047-453-7375 第 3 火 13：00～15：00 面談のみ 

習志野市 

法律相談 まちづくり推進課 047-453-9301
火 10：00～16：00 金 13：00～16：00 
（ただし、第 1 金 16：30～19：00 ﾅｲﾀｰ相談あり） 
 面談のみ  

母子・女性相談 児童育成課 04-7167-1455 月～金 9:00～17:00 
人権相談 第 1･2･3 火 10：00～15：00 

法律相談 
広報広聴課 04-7167-1119 月･水･木 9:30～15:30（第 2 水 18:20～20:25)予

約制 
柏市 

女性のこころと生き方相談 男女共同参画室 04-7167-1127 木 10：00～16：00（予約制） 
合同相談（心配ごと相談・ 
行政相談・人権擁護相談） 

企画課 
市民課 

0470-73-1211
週１回 事務局は社会福祉協議会 
      0470-73-6101 勝浦市 

※ 福祉事務所社会教育課 0470-73-1211   
ＤＶ等家庭相談 火～金 9:30～17:00 

市原市 
女性のための相談 

市民相談室 0436-23-9808
第 1～4 月（月 4 回）10：00～16：00（予約制） 

家庭児童相談 子育て支援課 04-7150-6082   
流山市 

市民相談 秘書広報課 04-7158-1616   
母子及びＤＶ相談 子育て支援課 047-483-1151   
女性・こころの悩み電話相
談 

男女共同参画センター 047-485-7333 火･木･土 9：00～16：00 八千代市 

法律相談 生活安全課 047-483-1151 月 9 回（予約制） 

母子・婦人相談 保育課 
04-7185-1111

（代） 
母子自立支援員による相談日  
月～金 9：00～16：00 

ＤＶ相談 男女共同参画担当 
04-7185-1111

（代） 
月～金 10:00～17:00 我孫子市 

福祉総合相談 福祉総合相談室 
04-7185-1111

（代） 
  

市民相談室 市長公室 04-7093-7852 月･水･金 9:00～15:30 
家庭児童相談室 福祉課 04-7093-7112 月･火･木･金 9:00～16:00 鴨川市 
人権・行政相談 市長公室 04-7093-7827 月 1 回（相談場所は月により異なる） 

鎌ケ谷市 女性のための相談 企画政策課 
047-445-1141

（712） 
第 2-4 水 10:00～16:00（予約制） 

※ 児童家庭課 0439-56-1128   
君津市 

子育て支援相談室 児童家庭課 
0439-56-1616
0436-56-1646

  

富津市 ※ 福祉事務所児童家庭係 0439-80-1256 月・水・金 9:00～16:00 

女性のための相談 
第 1～4 月･火･木 10：00～16:00 
但し､うち 3 回は 14:30～20:00（予約制） 

女性のための法律相談 
企画政策課 

047-351-1111
(1050･1051) 

月２回・予約制 浦安市 

母子婦人相談 
子育て家庭課 
こども家庭支援センター 

047-351-7698 月～土 9：00～17：00 

母子婦人相談 043-421-6124   

家庭児童相談室 
児童家庭課 

043-423-0783
月・火・木・金  
9：00～12：00,13：00～17：00 

四街道市 

人権相談 社会福祉課 043-421-6121 第 1 木 13：00～16：00 
人権相談 まちづくり推進課 0438-62-2111 第 1～3 木（祝日を除く）13：00～16：00 （予約制）

袖ヶ浦市 
母子自立支援相談 児童家庭課 0438-62-2111 月･水･木（祝日を除く）8：30～16：00 

人権相談 総務課行政係 
043-443-1111

（2225） 
第 4 木 10：00～15：00 

八街市 
※ 児童家庭課児童家庭係 043-443-1693   
人権相談 0476-42-5111 第 2 金 
法律相談 

市民課 
0476-42-5111 第 2 金・第 4 火 

家庭児童相談 児童福祉課 0476-42-5180 児童に対する暴力がある場合（月～金） 
印西市 

女性の悩み相談 ふれあい推進課 0476-42-5111 月 2 回 第 1･3 木曜日 



 
 

 １６７

市町村名 
窓   口   名 

（※：特に名称がないもの）
担当課・部署 電話番号 備考 実施日・時間など 

女性生き生き相談 企画政策課 毎月第 2 木曜日 
人権相談 市民課 

047-492-1111
毎月第 2 木曜日 

家庭児童相談 児童家庭課 047-497-3477 児童虐待がある場合 毎週月～金 白井市 

保健福祉相談 保健福祉相談室 
047-497-3491

～2 
  

法律相談 予約制 月 2 回 13:00～16:00 
家庭児童相談 

社会福祉課 
  富里市 

人権相談 市民課 
0476-93-1111

毎月第 2 水曜日 10:00～15:00 

南房総市 人権相談 生活環境部 市民課 0470-33-1051 年 40 回 

※ 福祉課 0479-73-0096   
匝瑳市 

野栄・福祉窓口 保健福祉室 0479-67-3118   
市民相談:月～金（閉庁日を除く毎日） 
人権相談:毎月 20 日（20 日が休日の場合は
前日）        13:30～15:30 

佐原区事務所 市民生活課 人権相談班 0478-54-1138

法律相談:毎月 第 2 水曜日 
市民相談:月～金（閉庁日を除く毎日） 
人権相談:年 6 回 偶数月 20 日（20 日が休日の場

合は前日）                13:30～15:30 
市民環境課 戸籍住民班 0478-82-1114

法律相談:年 6 回（偶数月） 第 4 水曜日  
小見川区事務所 

健康福祉課 福祉班 0478-82-1115 福祉窓口:随時 
市民相談:月～金（閉庁日を除く毎日） 
人権相談:年 6 回 偶数月 20 日（20 日が休日の場

合は前日）                 13:30～15:30 
山田区事務所 市民環境課 戸籍住民班 0478-78-2113

法律相談:年 4 回（5・9・11・3 月） 第 4 水曜日
市民相談:月～金（閉庁日を除く毎日） 
人権相談:年 6 回 偶数月 20 日（20 日が休日の場

合は前日）                13:30～15:30 

香取市 

栗源区事務所 市民環境課 戸籍住民班 0478-75-1113

法律相談:年 2 回（7・1 月） 第 4 水曜日 
家庭児童相談 月～金 9:00～16:00 

山武市 
母子婦人相談 

子育て支援課 0479-80-8099
月･火･木･金 9:00～16:00 

※ 夷隅地域市民局健康福祉課 0470-86-2113   
※ 福祉課 0470-62-1117   いすみ市 
※ 岬地域市民局健康福祉課 0470-87-8785   
人権窓口 月～金 8：30～17：00 

酒々井町 
人権相談 

人権推進課 043-496-1171
第 2 火 13：00～16：00 

印旛村 福祉窓口 健康福祉課 0476-80-3700   
本埜村 人権・行政・心配ごと相談 住民課戸籍住民係 0476-97-1111 月 1 回 10：00～15：00 

人権・行政相談 住民課 
0476-95-1111

（代） 
月 1 回 第 1 月曜日 13：30～16：00 

栄町 
健康増進班窓口 健康保険課 

0476-95-1111
（代） 

  

※ 保健福祉課 0478-72-1603   
神崎町 

町民相談 総務課 0478-72-2111 原則毎月第 2 金曜日 
住民相談 住民課 0479-76-5401   

多古町 
福祉窓口 保健福祉課 0479-76-3185   
保健センター窓口 健康福祉課 0478-80-3300   

東庄町 
※ 総務課 0478-86-6082   
町民相談窓口 住民課 0475-70-0342   

大網白里町 
健康福祉課 健康福祉課 0475-70-0331   

九十九里町 福祉窓口 健康福祉課 0475-70-3164   
横芝光町 福祉窓口 福祉課 0479-82-1114   
芝山町 福祉保健課窓口 福祉保健課 0479-77-3914   
一宮町 人権相談 福祉健康課 0475-42-1431 第 1 木 
睦沢町 ※ 総務課総務係 0475-44-1111   
長生村 福祉窓口 福祉課 0475-32-2112 随時 
白子町 福祉窓口 保健福祉課 0475-33-2111   
長柄町 保健福祉課 保健福祉課 0475-35-2414   
長南町 ※ 保健福祉課 0475-46-2116 随時 

大多喜町 ※ 教育課生涯学習室 0470-82-3188   
御宿町 保健福祉課 保健福祉課 0470-68-6717   

保健福祉総合センター 保健福祉課 0470-50-1171 月～金 8:30～17:15 
鋸南町 

心配ごと相談(人権相談) 税務住民課 0470-55-2112 月 1 回 



 
 

 １６８

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 

 
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等の 

女性に対する暴力根絶に向けたシンボルマークです。 
 

 

 



 
 

 １６９
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