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「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写し 

の交付における児童虐待の被害者等の保護のための措置」について 

 

標記の支援措置については、今般、総務省において、ドメスティック・バイオレンス及

びストーカー行為等の被害者に加え、児童虐待の被害者等を当該支援措置の対象として明

確化することなどを内容とする住民基本台帳事務処理要領（以下「事務処理要領」という。）

の一部改正が別添１のとおり行われた。 

ついては、平成 24 年 10 月１日より下記のとおり運用が開始されるので、御了知の上、

児童相談所等の関係機関、管内市町村及び関係団体等に対する周知を図り、対応に遺漏な

きを期されたい。 

なお、本通知については、総務省自治行政局と協議済みであることを申し添える。 

また、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言である。 

記 

１ 支援措置の目的 

児童虐待等の加害者が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。以下「法」という。）第 11 条の２）及び住民票の写し等の交付（法第

12 条及び第 12 条の３）並びに戸籍の附票の写しの交付（法第 20 条）（以下「住民基本

台帳の閲覧等」という。）の制度を不当に利用してこれらの被害者の住所を探索するこ

とを防止し、もって当該被害者の保護を図ることを目的とする。 

２ 支援措置の概要 

  各市町村長が事務を行う住民基本台帳の閲覧等について、児童虐待等の被害者の申出

に基づき、加害者からの被害者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求は、各条項における

要件を満たさない又は「不当な目的」（法第 12 条第６項）があるものとして閲覧等が

拒否される（別紙参照）。また、第三者からの請求については、加害者のなりすましや

加害者からの依頼による閲覧等を防止するため、本人確認や請求事由の審査がより厳格

に行われる。 

  なお、本人による住民票の写し等の交付請求については、本人へのなりすましを防止



 
 

するため、原則として代理人又は郵便等による請求が認められず、対面で本人に交付さ

れる。 

３ 事務処理要領の改正事項 

（１）申出者 

   本改正において、新たに 

  ① 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「児童虐待防止法」

という。）第２条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び

児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそ

れがあるもの（事務処理要領第６－10－ア－(ｱ)－Ｃ） 

② その他ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待に係る申

出者に準ずるもの（事務処理要領第６－10－ア－(ｱ)－Ｄ） 

が申出者として規定された。 

 また、①に係る申出者については、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福

祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業（小規模住居型児童養育事業）を行

う者が代理人となることができる旨が規定された。 

（２）相談機関等からの意見の聴取 

   申出を受け付けた市町村長は、支援の必要性を相談機関等の意見を聞くなどして確

認することとしており、新たに想定される相談機関として児童相談所が規定された。 

（３）申出書の様式 

   本改正に伴い、別添２のとおり「住民基本台帳事務における支援措置申出書」が変

更された。 

４ 支援措置の必要性 

  児童虐待を受けた児童等については、加害者に居住地を秘匿するため、住居の変更に

伴う転居又は転出及び転入の届出ができない場合があり、居住地の市町村に住民票がな

いことから施設入所中や自立後の単身生活等において必要な公的サービスの受給や契約

等の手続に支障が生じることが懸念されていた。 

当該支援措置は、これらの届出を行い易くするものであり、児童等の福祉の増進に資

するものであることから、児童相談所においては、支援措置が必要と認められる児童等

について、適切に申出や意見提出の手続に対応することとされたい。 

５ 転居又は転出及び転入の届出 

  支援措置を講じるに当たっては、申出に係る児童等の転居又は転出及び転入に係る届

出が適切に行われ、居住地の市町村において住民票が記録されている必要があるが、支

援措置の必要があり、届出に保護者の協力を得ることが困難な場合がある。 

このような場合、施設入所等の措置に係る児童等（措置延長している 18 歳以上の未成

年者を含む。以下同じ。）については、施設長、里親又はファミリーホーム事業者（以

下「施設長等」という。）が児童等の監護に関し必要な措置として転居届（法第 23 条）

又は転出届（法第 24 条）及び転入届（法第 22 条）を提出することが考えられ、総務省

から、これらの者が代理人として適当である旨の事務連絡が出されていることから、こ

のような届出を要する場合は事前に市町村と相談されたい。 

また、意思能力が認められる児童（おおむね 15 歳以上）であれば本人が届出を行うこ



 
 

とができるため、施設入所等の措置がとられていない児童に対しては児童相談所等にお

いて手続を教示されたい。 

６ 事務処理要領第６－10－ア－(ｱ)－Ｃに係る手続等 

（１）対象となる申出者 

Ｃの対象となる申出者は、「児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び

児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれが

あるもの」である。「児童虐待を受けた児童である被害者」とは、児童虐待防止法第

２条にいう児童虐待を受け、かつ申出の時点において児童である者をいうが、措置延

長により施設入所等を継続している場合には、18 歳以上の未成年者も含まれる。 

また、「再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が

生じるおそれがあるもの」とは、加害者に住居を知られることにより、加害者から児

童虐待防止法第２条に規定する行為を再び受ける又は不当に金品等を要求されるなど

生活が脅かされるおそれがあるものなどを想定している。なお、ここでいう「監護等」

は、児童等に対する施設長等の監護のほか、児童相談所長による支援も含まれる。 

（２）児童相談所の役割 

児童相談所は、施設入所等の措置に係る児童等や自立して生活する児童に支援措置

が必要と認められる場合には、当該児童等の代理として支援措置の申出を行うことが

できる。また、当該児童等が支援措置の対象となる要件を満たしていることについて、

当該児童等に対する相談援助の状況を踏まえて支援措置申出書に意見を記載する。 

なお、施設入所等の措置に係る児童等については、施設長等が代理して申出ができ

るほか、自立して生活する児童については、おおむね 15 歳以上であれば本人も申出が

できることから、地理的事情等により児童相談所長が申出を行うことが困難な場合に

は、施設長等や本人に手続を適切に教示することにより対応することも可能である。 

（３）支援措置の手続 

  ア 申出 

支援措置の申出は、基本的に児童相談所長が代理人となり、児童等が転入し居住

する市町村（以下「転入市町村」という。）に対し、「住民基本台帳事務における

支援措置申出書」を提出して行う。申出は転入（転居の場合を含む。以下同じ。）

の届出と一連に行う必要があることから、施設長等や本人が転入の届出を行う場合

は、当該施設長等や本人との調整の上で行う。 

転入先の住所は、転入市町村のほか、転出した市町村（以下「転出市町村」とい

う。）、本籍地及び前本籍地の市町村においても住民基本台帳の除票又は戸籍の附

票に記録されることから、これらの市町村に対しても支援措置を求める必要がある

ため、申出書の記載に当たっては、「支援措置を求めるもの」の欄を複数選択する

ことに留意する。この場合、転入市町村から選択した事務に係る市町村に申出書の

写しが転送され、転入市町村を経由して申出がなされたものとして扱われる。 

   イ 事前相談 

申出に当たっては、転入の届出と間隙なく支援措置が講じられるよう、あらかじ

め転入市町村に、転入の予定と支援措置が必要な旨を連絡し調整を図っておく必要

がある。 



 
 

他方、転出の届出から転出市町村における支援措置が講じられるまでの間を可能

な限り短縮する観点から、転入市町村からの申出書の転送を待たず、転出届と同時

に住民基本台帳の除票に係る支援措置が講じられることが望ましい。このため、必

要に応じて当該支援措置についても転出市町村に相談されたい。 

  ウ 代理人の取扱い 

    支援措置の申出は、児童等の代理として児童相談所長又は施設長等が行うことが

できるが、申出書の提出はこれらの職員において行うことができる。この場合、市

町村は申出書を提出した者に対し、申出に係る児童等の監護等をしている事実に係

る書類の提示及び職員証等による本人確認を求めることとされている。なお、提示

する書類として次のものを求められることが考えられる。 

① 児童相談所の職員が申出書を提出する場合  

児童相談所長の意見を付した申出書 

② 施設職員や里親等が申出書を提出する場合 

同申出書及び入所（委託）措置決定通知書の写し 

  エ 意見提出 

児童相談所は、申出に係る児童等に対する相談援助の状況を踏まえ、当該児童等

が申出者としての要件を満たし、加害者がその住所を探索する目的で住民基本台帳

法上の請求を行うおそれがあることについて、児童相談所長の意見を申出書の相談

機関等の意見欄に記載する。 

（４）支援措置の実施 

   申出書の提出に基づき、転入市町村において支援措置の必要性を確認し、必要が認

められた場合に支援措置が開始される。支援措置の開始については申出者（代理の場

合は申出書を提出した担当者）に連絡される。 

なお、転入市町村からの転送により申出を行った他の市町村においてもそれぞれ支

援措置の必要性が確認されるが、この場合、原則として転入市町村において支援の必

要性が確認されたことをもって当該市町村においても支援の必要があると取り扱われ

るため、支援措置が行われない場合に限りその旨が連絡される。 

（５）支援措置の延長 

   支援措置の期間は支援開始の連絡があった日から１年間であり、支援措置の延長に

は再度申出書の提出が必要となる。延長の申出は期限到来の１月前から可能であるた

め、延長を要する場合には適切に手続を行われたい。 

 

７ 事務処理要領第６－10－ア－(ｱ)－Ｄに係る手続等 

（１）対象となる申出者 

Ｄで対象となる申出者は、「その他ＡからＣに掲げるものに準ずるもの」であり、

Ｃに基づき支援措置を受けていた者で引き続き支援を必要とする者等が想定されてい

る。 

（２）児童相談所の役割 

児童相談所は、Ｃに基づき支援措置を受けていた児童等について、18 歳に達した後

（措置延長により施設入所等を継続している 18 歳以上の未成年者の場合は措置の解



 
 

除後。以下同じ。）も支援措置の継続が必要と認められる場合には、Ｄに基づき本人

が引き続き支援措置を受けるために必要な申出を行うための手続を適切に教示された

い。 

Ｄに係る支援措置についての必要性の確認は、市町村が個別事例に応じて相談機関

からの意見聴取や医師の診断書等により行うこととされており、これらの相談機関に

は、婦人相談所等の行政機関のほか、児童等が入所していた児童福祉施設を運営する

社会福祉法人、児童等の権利擁護の活動やシェルターを設置運営する法人、民間被害

者支援団体等が想定されている。 

このため、児童相談所にあっては、Ｃに基づき支援措置を受けていた児童等が 18

歳に達した後もＤに基づき引き続き措置を受けることができるよう、適切な相談機関

にあらかじめ連絡するなどして調整、連携を図り、円滑に支援措置が継続されるよう

配慮されたい。 



【別 紙】

○ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）（抜粋）

（個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧）

第11条の２ 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写し
を閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めると

きは、当該申出を行う者（以下この条及び第51条において「申出者」という。）が

個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人（法

人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第1

2条の３第４項において同じ。）の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員

（他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は

構成員を含む。）で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度におい

て、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。

一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める

基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施

二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高

いと認められるものの実施

三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情

による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

２～12 略

（本人等の請求による住民票の写し等の交付）

第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台

帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に

係る住民票の写し（第６条第３項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を

調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した

書類。以下同じ。）又は住民票に記載をした事項に関する証明書（以下「住民

票記載事項証明書」という。）の交付を請求することができる。

２～５ 略

６ 市町村長は、第１項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなとき
は、これを拒むことができる。

７ 略

（本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付）

第12条の３ 市町村長は、前２条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住
民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項（第７条

第１号から第３号まで及び第６号から第８号までに掲げる事項をいう。以下こ

の項及び第７項において同じ。）のみが表示されたもの又は住民票記載事項証

明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申

出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記
載事項証明書を交付することができる。

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を

確認する必要がある者

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある

者

２～９ 略



（戸籍の附票の写しの交付）

第20条 戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系

卑属は、これらの者が記録されている戸籍の附票（第16条第２項の規定により

磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍

の附票に記録されている事項を記載した書類。以下この条及び第47条において

同じ。）を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写
しの交付を請求することができる。

２ 略

３ 市町村長は、前２項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票

について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、
かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写

しを交付することができる。

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事

項を確認する必要がある者

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

三 前２号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由があ

る者

４ 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票

について、第12条の３第３項に規定する特定事務受任者から、受任している事件

又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附

票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、

当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

５ 第12条第２項から第４項まで、第６項及び第７項の規定は第１項の請求につい
て、第12条の２第２項、第３項及び第５項の規定は第２項の請求について、第12

条の３第４項から第６項まで及び第９項の規定は前２項の申出について、それ

ぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総

務省令・法務省令」と、第12条第７項及び第12条の２第５項中「同項に規定す

る住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあり、並びに第12条の３第４項

第４号及び第９項中「第１項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明
書」とあるのは「第20条第１項に規定する戸籍の附票の写し」と読み替えるも

のとする。



総  行  住  第８８号  

法務省民一第２４４１号 

平成２４年９月２６日  

 

 

 各 都 道 府 県 知 事  殿 

 

                総務省自治行政局長  

 

                   

                   

                   

                法 務 省 民 事 局 長 

 

 

 

住民基本台帳事務処理要領の一部改正について（通知） 

 

 

 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民

基本台帳事務処理要領（昭和４２年自治振第１５０号等自治省行政局長等から各都道府

県知事あて通知）の一部を下記のとおり改正することとしましたので、貴職におかれて

は、下記事項に御留意の上、貴都道府県内の市区町村に周知くださるようお願いいたし

ます。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基

づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

 

記 

 

第１ 住民基本台帳事務処理要領の一部改正 

   住民基本台帳事務処理要領の一部を別添の新旧対照表のように改正する。 

    

 

第２ 実施期日 

   本通知は、平成２４年１０月１日から実施する。 
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【別添１】
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【住民基本台帳事務処理要領新旧対照表】

（下線の部分は改正部分）

旧 新

第１ （略） 第１ （略）

第２ 住民基本台帳 第２ 住民基本台帳

１・２ （略） １・２ （略）

３ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 ３ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

前文 （略） 前文 （略）

(1) 国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写 (1) 国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写

しの閲覧 しの閲覧

ア 請求の受理 ア 請求の受理

(ｱ)・(ｲ) （略） (ｱ)・(ｲ) （略）

(ｳ) ドメスティック・バイオレンス（配偶者からの暴力の防止及 (ｳ) ドメスティック・バイオレンス（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。以下 び被害者の保護に関する法律（平成１３年法律第３１号。以下

「配偶者暴力防止法」という。）第１条第１項に規定する配偶 「配偶者暴力防止法」という。）第１条第１項に規定する配偶

者からの暴力をいう。以下同じ。）及びストーカー行為等（ス 者からの暴力をいう。以下同じ。），ストーカー行為等（スト

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 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

号。以下「ストーカー規制法」という。）第７条に規定するス 。以下「ストーカー規制法」という。）第７条に規定するスト

トーカー行為等をいう。以下同じ。）の被害者の保護のための ーカー行為等をいう。以下同じ。），児童虐待（児童虐待の防

措置に係る取扱いについては，(ｱ)のほか第６－１０によるも 止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。以下「児童虐待

のとする。 防止法」という。）第２条に規定する児童虐待をいう。以下同

じ。）及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置に

係る取扱いについては，(ｱ) のほか第６－１０によるものとす

る。

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

４ 住民票の写し等の交付 ４ 住民票の写し等の交付

前文 （略） 前文 （略）

(1) 本人等の請求による住民票の写し等の交付 (1) 本人等の請求による住民票の写し等の交付

① 窓口における請求の場合 ① 窓口における請求の場合

ア 請求の受理 ア 請求の受理

(ｱ)～(ｳ) （略） (ｱ)～(ｳ) （略）

(ｴ) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被 (ｴ) ドメスティック・バイオレンス，ストーカー行為等，児童

012274
タイプライターテキスト
別添

012274
長方形
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害者の保護のための措置に係る取扱いについては，(ｱ)及び( 虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置に

ｲ)のほか第６－１０によるものとする。 係る取扱いについては，(ｱ)及び(ｲ)のほか第６－１０による

ものとする。

(ｵ) （略） (ｵ) （略）

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

②～⑥ （略） ②～⑥ （略）

(2) （略） (2) （略）

(3) 本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付（(4)の場合 (3) 本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付（(4)の場合

を除く。） を除く。）

① 窓口における申出の場合 ① 窓口における申出の場合

ア 申出の受理 ア 申出の受理

(ｱ)～(ｳ) （略） (ｱ)～(ｳ) （略）

(ｴ) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被 (ｴ) ドメスティック・バイオレンス，ストーカー行為等

害者の保護のための措置に係る取扱いについては，第６－１ ，児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護の

０によるものとする。 ための措置に係る取扱いについては，第６－１０によ

るものとする

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

②・③ （略） ②・③ （略）

(4) 本人等以外の者（特定事務受任者）の申出による住民票の写し等 (4) 本人等以外の者（特定事務受任者）の申出による住民票の写し等

の交付 の交付

① 窓口における申出の場合 ① 窓口における申出の場合

ア 申出の受理 ア 申出の受理

(ｱ)～(ｳ) （略） (ｱ)～(ｳ) （略）

(ｴ) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被 (ｴ) ドメスティック・バイオレンス，ストーカー行為等，児童

害者の保護のための措置に係る取扱いについては，第６－１ 虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置に

０によるものとする。 係る取扱いについては，第６－１０によるものとする。

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

②・③ （略） ②・③ （略）

(5) （略） (5) （略）

５ （略） ５ （略）

第３ 戸籍の附票 第３ 戸籍の附票

１・２ （略） １・２ （略）

３ 戸籍の附票の写しの交付 ３ 戸籍の附票の写しの交付

前文 （略） 前文 （略）

(1) 請求又は申出の受理 (1) 請求又は申出の受理
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ア 戸籍の附票の写しの請求又は申出の受理について， ア 戸籍の附票の写しの請求又は申出の受理について，

・請求書又は申出書において明らかにすべき事項 ・請求書又は申出書において明らかにすべき事項

・現に請求の任に当たっている者又は現に申出の任に当たってい ・現に請求の任に当たっている者又は現に申出の任に当たってい

る者が本人であることについて明らかにさせる方法 る者が本人であることについて明らかにさせる方法

・現に請求の任に当たっている者又は現に申出の任に当たってい ・現に請求の任に当たっている者又は現に申出の任に当たってい

る者が請求者又は申出者の代理人等である場合に，その権限を る者が請求者又は申出者の代理人等である場合に，その権限を

明らかにさせる方法 明らかにさせる方法

・ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者 ・ドメスティック・バイオレンス，ストーカー行為等，児童虐待

の保護のための措置に係る取扱い等は，それぞれ住民票の写し 及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置に係る取

の請求又は申出の受理に準じて取り扱う。ただし，請求書又は 扱い等は，それぞれ住民票の写しの請求又は申出の受理に準じ

申出書において，請求又は申出に係る戸籍の附票に記載がされ て取り扱う。ただし，請求書又は申出書において，請求又は申

た戸籍の表示を明らかにさせる（戸籍の附票省令第１条から第 出に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示を明らかにさせ

９条まで）。 る（戸籍の附票省令第１条から第９条まで）。

なお，住民票の写し等の交付の請求又は申出の場合と同様に なお，住民票の写し等の交付の請求又は申出の場合と同様に

，定型的な請求書様式又は申出書様式を作成し，原則としてこ ，定型的な請求書様式又は申出書様式を作成し，原則としてこ

れらに記載させることとするのが適当である。 れらに記載させることとするのが適当である。

イ （略） イ （略）

(2) （略） (2) （略）

４ （略） ４ （略）

第４・第５ （略） 第４・第５ （略）

第６ その他 第６ その他

１～９ （略） １～９ （略）

１０ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並び １０ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並び

に戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス に戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス

及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置 ，ストーカー行為等，児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の

保護のための措置

市町村長は，ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為 市町村長は，ドメスティック・バイオレンス，ストーカー行為等

等の加害者が，住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し ，児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が，住民基本台帳の一

等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付（以下「住民基本台帳の閲 部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写し

覧等」という。）の制度を不当に利用してそれらの行為の被害者の の交付（以下「住民基本台帳の閲覧等」という。）の制度を不当に

住所を探索することを防止し，もって被害者の保護を図ることを目 利用してそれらの行為の被害者の住所を探索することを防止し，も

的として，法第１１条第１項及び第２項，第１１条の２第１項及び って被害者の保護を図ることを目的として，法第１１条第１項及び

第２項，第１２条第１項から第４項まで及び第６項，第１２条の２ 第２項，第１１条の２第１項及び第２項，第１２条第１項から第４

第１項から第３項まで，第１２条の３第１項から第６項まで並びに 項まで及び第６項，第１２条の２第１項から第３項まで，第１２条

第２０条第１項から第４項までの規定並びに同条第５項において準 の３第１項から第６項まで並びに第２０条第１項から第４項までの
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用する法第１２条第２項から第４項まで及び第６項，第１２条の２ 規定並びに同条第５項において準用する法第１２条第２項から第４

第２項及び第３項並びに第１２条の３第４項から第６項までの規定 項まで及び第６項，第１２条の２第２項及び第３項並びに第１２条

に基づき，次の措置を講ずるものとする。 の３第４項から第６項までの規定に基づき，次の措置を講ずるもの

とする。

ア 申出の受付 ア 申出の受付

(ｱ) 申出者 (ｱ) 申出者

市町村長は，その備える住民基本台帳に記録又はその作成する 市町村長は，その備える住民基本台帳に記録又はその作成する

戸籍の附票に記載されている者で，次に掲げる者から，コに掲げ 戸籍の附票に記載されている者で，次に掲げる者から，コに掲げ

る支援措置の実施を求める旨の申出を受け付ける。 る支援措置の実施を求める旨の申出を受け付ける。

Ａ 配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり，か Ａ 配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり，か

つ，暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある つ，暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある

もの もの

Ｂ ストーカー規制法第７条に規定するストーカー行為等の被害 Ｂ ストーカー規制法第７条に規定するストーカー行為等の被害

者であり，かつ，更に反復してつきまとい等をされるおそれが 者であり，かつ，更に反復してつきまとい等をされるおそれが

あるもの あるもの

Ｃ 児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待を受けた児童であ

る被害者であり，かつ，再び児童虐待を受けるおそれがあるも

の又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

Ｄ その他ＡからＣまでに掲げるものに準ずるもの

(ｲ)～(ｴ) （略） (ｲ)～(ｴ) （略）

(ｵ) 代理人の取扱い (ｵ) 代理人の取扱い

代理人については，市町村の事務所への出頭を求め，法定代理 代理人については，市町村の事務所への出頭を求め，法定代理

人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を，任意代 人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を，任意代

理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる 理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる

などの方法によりその資格を確認するとともに，(ｴ)に準じて代 などの方法によりその資格を確認するとともに，(ｴ)に準じて代

理人が本人であることを確認する。 理人が本人であることを確認する。

また，(ｱ)－Ｃの被害者については，児童相談所長又は被害者

の監護に当たる児童福祉施設の長，里親若しくはファミリーホー

ム事業（小規模住居型児童養育事業）を行う者を当該被害者の代

理人として取り扱うことができるものとする。この場合において

，児童相談所長，児童福祉施設の長，里親又はファミリーホーム

事業を行う者（これらの職員を含む。）に対し，市町村の事務所

への出頭を求め，当該被害者の監護等をしている事実を確認する

に足る書類を提示させるとともに，(ｴ)に準じてこれらの者が本

人であることを確認する。
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イ 支援の必要性の確認 イ 支援の必要性の確認

(ｱ) 申出者 (ｱ) 申出者

当初受付市町村長は，申出者が，ア－(ｱ)に掲げる者に該当し 当初受付市町村長は，申出者が，ア－(ｱ)に掲げる者に該当し

，かつ，加害者が，当該申出者の住所を探索する目的で，住民基 ，かつ，加害者が，当該申出者の住所を探索する目的で，住民基

本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについ 本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについ

て，警察，配偶者暴力相談支援センター等の意見を聴取し，又は て，警察，配偶者暴力相談支援センター，児童相談所等の意見を

裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制 聴取し，又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはス

法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認する トーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることに

。 より確認する。

この場合において，市町村長は，上記以外の適切な方法がある この場合において，市町村長は，上記以外の適切な方法がある

場合には，その方法により確認することとしても差し支えない。 場合には，その方法により確認することとしても差し支えない。

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

ウ～サ （略） ウ～サ （略）

第７ （略） 第７ （略）



総 行 住 第 ８ ９ 号

平成２４年９月２６日

各都道府県

住民基本台帳担当部長 殿

総務省自治行政局住民制度課長

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のた

めの措置に係る支援措置申出書の様式の変更と児童虐待等の被害者の支

援措置の実施に関する留意点について

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護を図るため、

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令（昭和６０

年自治省令第２８号）、戸籍の附票の写しの交付に関する省令（昭和６０年法務省・自

治省令第１号）及び住民基本台帳事務処理要領（昭和４２年１０月４日付け自治振第

１５０号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知。以下「事務処理要領」と

いう。）の一部改正が行われ、平成１６年７月１日以降、各市町村において必要な支援

措置が実施されているところです。

今般、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等に加え、児童虐待、そ

の他これらに準ずる行為を明示的に追加するため、事務処理要領の一部改正（平成２

４年９月２６日付け総行住第８８号・法務省民一第２４４１号総務省自治行政局長及

び法務省民事局長から各都道府県知事あて通知）に合わせ、「ドメスティック・バイオ

レンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置に係る支援措置申出書の様

式の変更と留意点について」（平成１８年１０月４日付け総行市第１３６号総務省自治

行政局市町村課長から各都道府県総務部長あて通知）（以下、「平成１８年通知」とい

う。）中別紙支援措置申出書の様式の一部を変更するとともに、児童虐待等の被害者の

支援措置の実施に関する留意点を下記のとおり通知します。

貴職におかれては、この内容を承知の上、貴都道府県内の市町村に周知されるよう

お願いします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に

基づく技術的助言であることを申し添えます。

記

１ 支援措置申出書の様式の変更

平成１８年通知中別紙を別紙のとおり変更する。

012274
タイプライターテキスト
【別添２】

012274
タイプライターテキスト

012274
タイプライターテキスト

012274
タイプライターテキスト

012274
タイプライターテキスト



２ 留意点

（１）事務処理要領第６－１０－ア－(ｱ)－Ｃについて

児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）は、児童（１８歳

未満）のみを対象としていますが、今回の保護のための措置は、児童虐待を受け

た児童のほか、１８歳以上であって児童福祉施設に入所等（里親、ファミリーホ

ーム事業者への委託を含む。）している者も対象となります。また、これらにつ

いては、事務処理要領第６－１０－ア－(ｵ)の児童相談所長等が申出者の代理人

となり、児童相談所長が申出書の意見記入者になることが想定されますので、児

童相談所に相談していない申出があった場合は、相談を促した上で、措置の必要

性を確認することが適当と考えます。

（２）事務処理要領第６－１０－ア－(ｱ)－Ｄについて

既に「ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護の

ための措置に係る質疑応答について」（平成１６年５月３１日付け総行市第２１

８号総務省自治行政局市町村課長から各都道府県総務部長あて通知）問６により、

個別の市町村長の判断により、事務処理要領に掲げる者以外に支援措置を講ずる

ことは差し支えないものとされていますが、今回、市町村長が適切に支援措置を

講じ得るよう、このことを明示するものです。

例えば、交際相手から暴力を受けているケース、事務処理要領第６－１０－ア

－(ｱ)－Ｃに該当する児童が、１８歳に達した後も引き続き支援を必要とするケ

ース、１８歳に達するまでに児童虐待が顕在化しなかったケース、その他児童で

はない者が虐待を受けているケースなどが想定されますが、いずれの機関にも相

談をしていない申出があった場合には、最寄りの相談機関への相談を促すことも

考えられます。

しかし、上記（１）等とは異なり、必ずしも措置の必要性を確認するための相

談機関が明確ではない場合もありますので、市町村においては、個別のケースに

応じ、都道府県公安委員会が指定する「犯罪被害者等早期援助団体」を始めとし

た民間被害者支援団体等、未成年者が入所していた児童福祉施設を運営する社会

福祉法人、未成年者の権利擁護の活動を行う法人、未成年者のシェルター（緊急

一時避難所）を設置運営する法人等からの意見等の聴取、精神科等の医師による

診断書等により措置の必要性を確認しても差し支えないものと考えます。

（３）事務処理要領第６－１０－イ－(ｱ)について

児童虐待関係で支援措置の求めがあり、事務処理要領第６－１０－イ－(ｱ)に

基づき、同ア－(ｱ)－Ｃに掲げる者に該当するか等について確認する場合、児童

相談所長に対し、意見の聴取等を求めることが適当と考えられます。また、支援

措置を求め市町村の事務所へ出頭する者が同ア－(ｵ)に基づく代理人である場合

も同様と考えます。



受付 連絡

/ /

/ /

/ /

/ /

担当

相手方

備
考

前本籍

市
区
町
村
の
確
認

年月日

２　上記併せて支援を求める者について、申出者を保護するため支援
  の必要性があるものと認める。

３　１，２以外の場合に、相談機関等において、特に把握している状況
（※一時保護の有無、相談時期等）がある場合
把握している状況：

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　長  （印）      （担当　 　　　　課　　　　　 係）

（添付書類がなかった場合）

相談機
関等の
意見

１　上記申出者の状況に相違ないものと認める。

支援措置
を求める

もの
（現住所が
記載されて
いるものに

限る）

添付書類
（該当書類

にＶ） ストーカー規制法に基づく警告等実施書面

保護命令決定書（写し） その他

申出者との関係 氏名申出者との関係

戸籍の附票の写しの交付（本籍地）

生年月日

同上

同上

（警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の機関に相談している場合、相談した日時、当該機関（以下「相談機関」という。）の

名称、担当課等を可能な範囲で記入して下さい）

　
         年 　　　月　 　　日　（相談先の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（担当課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日氏名併せて支
援を求め

る者
（同一の住
所を有する
者に限る）

申出者

(　　　年　 　月　 　日 )

(      年     月      日  )

加害者
（判明して
いる場合）

申出者の
状況

（別紙参照
の上、いず
れかにＶ）

住民基本台帳の閲覧

住民票の写し等の交付（現住所地）

住民票の写し等の交付（前住所地）

（別紙）

戸籍の附票の写しの交付（前本籍地）

　　○○○○○○長
　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　関係市区町村長

本籍

相談先

氏名
（生年月日）

氏名
（生年月日）

本

人

確

認

希望にＶ

前住所

住所

Ｄ　その他前記AからC
までに準ずるケース

備考

支援を求める事務

連絡先

その他

Ａ　配偶者暴力防止
法

Ｂ　ストーカー規制法 Ｃ　児童虐待防止法

現住所

現住所

住所

住民基本台帳事務におけるドメスティック・
バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐
待及びこれらに準ずる行為の被害者保護
の支援措置の実施を求めます。

住民基本台帳事務における支援措置申出書

（注）●太枠の中に記入してください。
　　　●申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます。
　　　●法定代理人、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親、ファミリーホーム事業を行う者等支援措置対象者本人以外の者が
　　　　申し出る場合は、備考欄に実際に申し出を行う者の氏名、生年月日、住所、連絡先等を記入してください。
　　　●申出の内容について、相談機関等に確認させていただく場合があります。
　　　●支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
　　　●支援の期間は、支援開始の連絡日から一年です。期限到来の一月前から延長の申出を受け付けます。当該申出がない場
　　　　合、期限到来をもって支援を終了します。
　　　●申出書の内容に変更が生じた場合には、当初に申出を行った市町村長に申出を行って下さい。

現住所等

平成　　　年　　　月　　　日

氏名

転
送

/

/

/

市区町村



別　紙

　 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の「申出者の状況」欄
に、次の区分により、いずれかにＶを記入してください。

Ａ　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
（配偶者暴力防止法）

　　配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であり、かつ、
暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加
害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行
うおそれがある。

Ｂ　ストーカー行為等の規制等に関する法律
（ストーカー規制法）

　 ストーカー規制法第７条に規定するストーカー行為等の被害者であ
り、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、加
害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行
うおそれがある。

Ｃ　児童虐待の防止等に関する法律
（児童虐待防止法）

　 児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待を受けた児童である被
害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等
を受けることに支障が生じるおそれがあるものについて、加害者が、
その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれ
がある。

Ｄ　その他前記ＡからＣまでに準ずるケース



虐待を受けた児童等の保護のための住民基本台帳の閲覧等における支援措置

（参考）

１ 目的
虐待をする親が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付（

以下「住民基本台帳の閲覧等」という ）の制度を不当に利用して 虐待を受けた児童等の住所を探索すること以下「住民基本台帳の閲覧等」という。）の制度を不当に利用して、虐待を受けた児童等の住所を探索すること
を防止し、児童等の保護を図る。

２ 支援措置の概要
市町村において、虐待を受けた児童等の申出（※）に基づき、虐待する親からの当該児童等に係る住民基本

台帳の閲覧等の請求は、住民基本台帳法上の要件を満たさない又は「不当な目的」（同法第12条第６項）があ
るものとして拒否される。

※ 申出については、児童相談所長又は当該児童を監護する児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業者が代理することができる。申 、児 相談所長 該児 を 護す 児 福祉施設 長、 親若 ァ リ 事業者 代 す 。

（１） 支援措置を受けることができる対象者
児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受ける

おそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの（※）

※ 措置延長により施設入所等を継続している場合には １８歳以上を含む※ 措置延長により施設入所等を継続している場合には、１８歳以上を含む。

※ １８歳に達した後（措置延長の場合はその解除後）も引き続き支援措置を要する場合は、上記に準ずるものとして対象となる。

（２） 支援措置の内容
ア 加害者（虐待をする親）からの請求 → 住民基本台帳の閲覧等を拒否。民
イ 第三者からの申出 → 厳格な本人確認、利用目的の厳格な審査を行う。
ウ 支援対象者本人からの請求

→ 本人へのなりすましを防止するため、原則として代理人又は郵送による請求を認めない。
（３） 支援措置の期間 １年間（再申出の手続により延長可）（３） 支援措置の期間 １年間（再申出の手続により延長可）

※ 支援措置を受けるための手続の流れ 別添参照



支援措置を受けるための手続の流れ

（別添）

Ａ①～Ａ②：児童相談所から申出書を提出する場合
Ｂ①～Ｂ④：児童福祉施設・里親等、本人から申出書を提出する場合

児童相談所

Ａ② 申出書に意見を記載
Ｂ③ 申出を受けた市町村

・支援措置の必要性を確認
※必要に応じ児童相談所等に確認

市

して支援措置を申出

Ａ① Ｂ①

Ｂ③
申出書に意見
を付して交付

→ 支援開始

・申出者に支援開始の連絡

・前住所地や本籍地の市町村
書 転送

市
町
村

Ｂ②

Ａ①・Ｂ①
支援措置の
相談・調整

児童福祉施設、里親、

へ申出書を転送

（これらの市町村でも支援措置
を検討。）

Ｂ②
意見の求め

本
児童福祉施設、里親、

ファミリーホーム事業者
Ｂ④ 児童相談所の意見を

付して支援措置を申出

・ 本人（※）

※ 施設入所等の措置はとられていないものの親に住居を秘匿する必要性がある児童の場合には、本人からの申出

が想定される。
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