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 はじめに  

婦人相談員は、婦人相談所・福祉事務所等において多種多様で複合的な相談に応じ、

地域の最前線で女性等への支援を担う相談員である。都道府県では義務配置、市区で

は任意配置であり（売春防止法第 35条第１項第２項）、現在、全国に 1,295名（平成

26年４月１日現在）の婦人相談員が委嘱されている。そのうち、462人が都道府県に

配置され、833 人が市区に配置されている。勤務形態としては、常勤 255 人、非常勤

が 1,040人である。 

このように、全国に配置されている婦人相談員の 65％が市区の婦人相談員である。

また、相談者と最初にコンタクトを取るのも、市区の婦人相談員である場合が多い。

そのため、今回、婦人相談員相談・支援指針を策定する上で、指針の対象とする婦人

相談員は、市区の婦人相談員としている。 

これまで婦人相談員に関しては、「婦人保護事業実施要領」のなかに一項目として

掲載されていたものの、婦人相談員に対する全国的な業務指針は示されたことはない。

相談マニュアル等を作成し、運用に活用している自治体もあるが、今回の相談・支援

指針は、全国の市区の婦人相談員の業務を明確にし、その切れ目のない相談・支援の

質の向上のために業務の標準化を図ることを目的として策定するものである。 

なお、ここでいう標準化とは「最低基準」を意味するのではなく、従前から取り組

組まれている自治体においては、その支援のレベルを下げるものではない。地域によ

って婦人相談員の対応が異なり、それによって相談・支援の内容や質に格差が生じな

いように、婦人相談員の業務内容や支援サービスについて明確化を図るものである。 

平成 24 年度には「婦人保護事業等の課題に関する検討会」において婦人保護事業

全般の検討を行い、「これまでの議論の整理」として７つの課題が挙げられた。婦人

相談員に関しては、課題４として「婦人相談員の在り方について」が整理されている。

つまり、「業務内容を踏まえ婦人相談員の専門性を確保するための方策を検討する必

要」があり、論点として「婦人相談員について、相談業務の指針の策定、研修内容の

充実などの運用面での見直しについては、着実に検討を進める必要がある」と提起さ

れた。そこで、この課題に関して、厚生労働省の研究事業の一環として、婦人相談員

の相談業務に関する指針策定のための検討会を平成 26 年度に立ち上げ、ワーキング

チームで６回の議論を積み重ねてきた。メンバーには学識者、現場の実務者として婦

人相談員、婦人相談所長、婦人保護施設長、オブザーバーには幅広い識見を持ってい

る学識者を配し、さらには婦人相談員が行う各種相談の相談内容や支援内容について

は、その分野において経験・識見がある支援者や学識者に情報を提供して頂いた。ま

た、婦人相談員の相談・支援業務に密接な関係がある民間シェルターや被害者支援団

体から、ヒアリングで貴重な意見を頂いた。このように、婦人保護事業に関する実践

の蓄積と専門的な知見をもとに、指針としてとりまとめたものである。相談・支援に

関わる全ての事項を網羅しているものではないが、初任者から活用できるよう相談・



 

支援の基本的事項や留意事項を明記することを心掛けて作成した。 

婦人相談員には高度な専門性が求められることから、専門知識や支援方法について、

スーパービジョンや研修の受講機会を保障することが必要不可欠である。それにもか

かわらず、勤務条件や配置人数によっては、研修等を受けづらい実態がある。そこで、

担当部署のみならず、市区においては、婦人相談員をサポートできる体制の整備が望

まれるところである。また、婦人保護事業の実施機関として婦人相談員が活動してい

くうえでは、他の諸機関との連携協働が必要不可欠である。実施主体である都道府県

や市区は、婦人相談員の業務の円滑化を図るために、連携協働体制を整備するととも

に、婦人相談員への援助と助言を行うことが望ましい。特に、市区においては、配置

されている婦人相談員が切れ目のない適切な支援を行えるよう、必要な援助や助言を

提供することが不可欠とされる。今回の相談・支援指針は全国の市区の婦人相談員を

対象としたものであるが、それぞれの地域の特性や相談者の実情を考慮し、実際の支

援に生かしていただければ幸いである。 

なお、この指針では用語の使用に関して、「婦人相談員」については固有の職名と

して「婦人相談員」として表記し、その他の法令用語や固有名詞も同様にする。また、

「相談者」「被害者」「当事者」という用語は、文脈に応じて使い分けている。それ以

外に関しては一般的表現として「女性」という表記を採用している。 
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 第Ⅰ部 婦人相談員の役割と基本姿勢  

１．婦人保護事業の目的・理念と実施機関 

（１）婦人保護事業の成立と変遷 

婦人保護事業は、1956年に成立した売春防止法の第４章に規定された事業であり、

婦人相談所・婦人相談員・婦人保護施設から構成されている。売春防止法は、「何

人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」（第３条）として売春も買

春も禁止する規定を設けるとともに、売春助長行為や管理売春を刑事処分の対象と

している。つまり、売春防止法は売春する女性（５条違反）とあっせん業者を処罰

する刑事法としての側面と、売春した女性及び売春するおそれのある女性（要保護

女子）を保護更生させる婦人保護事業の側面（第４章保護更生）とを併せ持つ。同

法は、買春者を処罰する規定がないという問題があるものの、長らく日本に存続し

てきた公娼制度を廃止することから業者の転業や廃業が見込まれ、それによって売

春に従事していた女性が生活困窮状況に陥ることが想定された。その際、再び売春

に従事することを未然に防止し、生活再建を図っていけるよう、女性の「保護更生」

を担う機関として婦人保護事業が規定された。 

その後、1963年に厚生労働省により策定された婦人保護事業実施要領では、婦人

保護事業の目的については、「性行または環境からみて売春を行うおそれのある要

保護女子について、その転落の未然防止と保護更生を図ることを目的として、社会

環境の浄化などに関する啓発活動を行うとともに、要保護女子等の早期発見に努め、

必要な相談、調査、指導および収容保護を行う」と規定されている。 

このように、婦人保護事業は売買春問題を基底として創設された事業であるが、

その後、実際に婦人保護事業に辿り着く女性たちの現状をみると、売買春に関わる

相談にとどまらない幅広い女性問題が出現していた。また、様々な性風俗産業の登

場によって売買春が質的に変化するとともに、業者の巧妙な手口によって潜在化も

進行していく。そのような時代の変容と相談ニーズの多様化に伴い、婦人保護事業

は「要保護女子」の規定を拡大解釈することによって女性全般の相談支援を担う事

業に変遷してきた。 

また、2001 年に「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」（現

在は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」・以下、ＤＶ防

止法）が制定され、2004 年には「人身取引対策行動計画」が策定されるなど、新た

な法体系が創設されたことによって、婦人保護事業の根拠法自体も拡大する。つま

り、2002年４月からはＤＶ防止法第３条により婦人相談所は配偶者暴力相談支援セ

ンター（以下、配暴センター）としての役割を果たすこととなり、第４条により婦

人相談員は配偶者からの暴力被害者の相談等を担い、第５条により婦人保護施設は

配偶者からの暴力被害者の保護を行うことができるとされた。また、2004 年 12 月

からは婦人保護事業は人身取引被害者への支援も担い、さらに、2013年に「ＤＶ防

止法」及び「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（以下、ストーカー規制法）
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が改正されたことによって、ストーカー被害者の支援を婦人相談所が行うこととな

った。 

 

【根拠法等】 

①売春防止法（昭和 31年制定） 

②配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年制定／16年・19

年・25年改正） 

③人身取引対策行動計画（平成 16 年 12 月）→人身取引対策行動計画 2014（平成 26 年

12月） 

④ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成 12年制定／25年改正） 

（２）婦人保護事業の目的・理念 

（１）のような推移のなかで、婦人保護事業は、現在では女性支援を担う中核的

事業として重要な社会的位置にある。婦人相談所は、心身を傷つけられ、人権を侵

害されるなど、複雑で深刻化する現代の女性の様々な問題に対して、相談・保護・

自立支援など専門的支援を切れ目なく一貫して行うことを目的とした公的機関で

ある。市区の婦人相談員は、婦人相談所や婦人保護施設と連携しながら、地域の最

前線で女性相談を担う専門職である。 

現代社会においても性を根拠とした差別や不平等が人間としての尊厳を奪い、抑

圧や社会的排除となって女性の人権を侵害することに鑑み、婦人保護事業は女性た

ちをあるがままに受け入れ、心と身体の回復を支援することを通して、女性の人権

を保障することを目的に営まれることが重要である。 

1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」は、

女性に対する差別は権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するもの

であり、男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し、享有することを保

障することを目的としている。また、1993 年に起草された「女性に対する暴力の撤

廃に関する宣言」は、「女性に対する暴力」とは、「性に基づく暴力行為であって、

公的生活で起こるか私的生活で起こるかを問わず、女性に対する身体的、性的若し

くは心理的危害または苦痛（かかる行為の威嚇を含む）、強制または恣意的な自由

の剥奪となる、または、なるおそれのあるものをいう」（第１条）と規定し、「女性

は、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、

すべての人権および基本的自由の平等な享受と保護を受ける権利を有する」（第３

条）としている。このような女性の権利をめぐる考え方の国際的な趨勢をおさえて

おくことは、婦人保護事業の発展に寄与するものといえよう。 

なお、婦人保護事業の出発点においては、「保護更生」「補導」という視点から売

春女性への社会的対応が図られていたが、このような方策は売買春を生み出す社会

の仕組みが問われないまま、女性個人に責任を集約させてしまうという問題を内包
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していた。しかしながら、1999 年の「婦人保護事業の実施の取扱いについて」（平

成 11年４月１日厚生省社会・援護局保護課長社援保第 17号）においては、これま

で使用されてきた「要保護女子」という用語は廃止され、「対象者」という言葉に

改められている。このような変更は、女性の自己決定権を尊重した相談・支援への

転換を意味するものとして重要である。 

（３）実施機関 

婦人保護事業の実施機関としては、都道府県本庁が担う婦人保護行政をはじめ、

売春防止法に規定されている婦人相談所・婦人相談員・婦人保護施設がある。ＤＶ

防止法の制定によって、婦人相談所は配偶者からの暴力被害者及びその同伴する家

族の一時保護を行うとされ、母子生活支援施設・民間シェルター等一定の基準を満

たす者には一時保護の委託が可能となった。さらに、人身取引対策行動計画に基づ

き、人身取引被害女性の一時保護（委託を含む）も担うこととなった。 

 

【実施機関等】 

・婦人相談所（配偶者暴力相談支援センター）及び一時保護所 

・婦人相談員（都道府県婦人相談所・市福祉事務所等） 

・婦人保護施設（都道府県・社会福祉法人） 

・このほか、一時保護の委託先として母子生活支援施設、民間シェルターなど 
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２．婦人相談員の役割 

（１）婦人保護事業の対象 

婦人保護事業の対象者の範囲については、2002年４月１日からＤＶ防止法に基づ

く業務として配偶者からの暴力被害女性の保護等が位置づけられ、当該業務に係る

費用の支弁等もＤＶ防止法に基づき行われるようになったことから、「婦人保護事

業実施要領」「婦人相談所設置要綱」について、所要の改正が行われた。また、厚

生労働省課長通知によって、人身取引被害者、ストーカー被害者についても対象と

なったことから、現在、婦人保護事業の対象者は次のとおりである。 

【婦人保護事業が対象とする女性】 

①売春経歴を有するもので、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者 

②売春経歴は有しないが、その者の生活歴、性向又は生活環境等から判断して現に売春を

行うおそれがあると認められる者 

③配偶者からの暴力を受けた者（事実婚を含む） 

④家庭環境の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、かつ、

その問題を解決すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする状態にある

と認められる者 

⑤人身取引被害者（婦人相談所における人身取引被害者への対応について＜平成 16年８月 16日厚生

労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知＞） 

⑥ストーカー被害者（「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に対応

した婦人保護事業の実施について＜平成 25年 10月 1日厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

長通知＞） 

出典：「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」に対応した婦人保護事

業の実施について＜平成 14年３月 29日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知＞ 

③の配偶者とは、配偶者からの暴力を受けた後に婚姻を解消した者であって、当

該配偶者であった者から引き続き生命または身体に危害を受けるおそれがある者

を含み、身体的暴力を受けた者に限らず、心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた

者を含む。また、局長通知（雇児発第 0329003 号・一部改正 0329003 号・0111003

号）においては、「恋人からの暴力被害女性等」で③に該当しない者についても、

従前どおり④の運用において対応するなど、積極的に保護・援助に取り組むよう明

記されている。 

なお、上記の表記のなかでは文言として登場しないものの、婦人保護事業の現場

では、様々な性暴力被害の相談が持ち込まれている点をおさえておく必要がある。

生育家族における性的虐待、夫婦間や親族または見知らぬ者からの性暴力、性風俗

産業などにおける性暴力など、その態様も多様である。また、外国人、セクシュア

ル・マイノリティ、心身の障がいなど、個別の状況に応じて対応する必要がある。 
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（２）婦人相談員の役割 

婦人相談員は、相談者の人権を尊重し権利擁護を図る立場から、支援を要する女

性を発見し、ソーシャルワークによる相談・支援を提供し、必要に応じ関係機関と

の連携を図りながら問題解決を担う役割を有している。また、相談によって可視化

された社会や制度の課題については、それを社会全体で改善していけるよう、ソー

シャルアクションとして発信することも社会福祉従事者に求められる役割である。 

また、「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」の施行に対応

した婦人保護事業の実施について」（平成 14 年３月 29 日厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長通知）では、ＤＶ被害者支援として、婦人相談員に求められる事項を次

のように提示している。 

 

■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。 

■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よう、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、信頼関係に基づいて援助を行うこと。 

■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、このため

に必要な情報を提供し、適切な助言を行うこと。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、

配偶者暴力防止法第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得るよう努めること。 
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３．婦人相談員に求められる基本姿勢 

（１）人権の尊重と社会正義 

対人援助を担う専門職に求められる基本姿勢は、「すべての人が人間としての尊

厳を有し、価値ある存在であり、平等であること」を深く認識する姿勢である。こ

の点について、日本社会福祉士会が策定した「社会福祉士の倫理綱領」では、その

前文で「われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者

本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進

とサービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する」としている。 

この倫理綱領では、「人間の尊厳」について、「すべての人間を、出自、人種、性

別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違い

にかかわらず、かけがえのない存在として尊重する」と明記し、社会福祉士は「差

別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などのない、自由、平等、共生に基づく社

会正義の実現を目指す」としている。 

９～10頁に倫理綱領全文を掲載しているが、本文中の「社会福祉士は」という用

語をそれぞれ「婦人相談員は」と置き換えて読み込んでいくことによって、婦人相

談員に求められる基本姿勢を考えることができよう。 

（２）女性の権利擁護 

さらに、婦人相談員には、女性の権利擁護の視点やジェンダー平等の視点から、

相談者に寄り添う姿勢が求められる。なぜならば、婦人保護事業がおもな対象とす

る「女性」は、性差別が構造化されている社会のなかで、性別役割分業を前提とし

て過重なケア役割を課され、より劣位に置かれる女性労働によって貧困に晒され、

さらには暴力や性の商品化などの被害によって尊厳を侵害される現状に置かれて

いるからである。女性差別撤廃条約では、女性に対する暴力は、「女性が従属的地

位に置かれることを余儀なくさせる重大な社会的構造の一つである」と指摘してい

るように、力による支配とコントロールが私生活のみならず社会の仕組みのなかに

も組み込まれていることを見抜く目が婦人相談員には必要である。そのためにも、

相談者が置かれている状況を安易に個人の努力や自己責任とみなすのではなく、女

性であるがゆえに直面する困難を女性問題として捉え、被害からの回復支援を通し

て女性のエンパワーメントと権利擁護を図っていくことが肝心である。 

そこで問われるのは、婦人相談員自身の人権意識である。たとえば、売買春とい

う事象をどう捉えるのか、母親はケアを担うべきという母親規範をどう認識するの

か、離婚は自分で選んだのだから自己責任で対処すべきという考えにどう応答する

のかなど、相談を通して問われるのは婦人相談員自身であることを自覚し、婦人相

談員が「自分に働きかける姿勢」も求められている。 
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４．組織的対応と関係機関との連携 

（１）婦人相談員の設置の促進と組織的対応 

婦人保護事業においては、都道府県本庁、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施

設及び福祉事務所が実施主体として位置付けられているが、福祉事務所については

婦人保護事業への積極的な協力が要請されるにとどまっている（婦人保護実施要

領）。また、市区の婦人相談員は、都道府県の婦人相談所に配置されている婦人相

談員のように義務設置されていないため、全国どの市区町村においても、相談者が

一定の水準の相談・支援を受けることができるような現状になっていない。 

婦人保護事業実施要領では、婦人相談員について、①都道府県は、管内の社会環

境等に応じて必要と認められる数の婦人相談員を設置しなければならないこと、②

市は、売春防止法第 35 条第２項の規定により婦人相談員の設置については任意と

されているが、社会環境上その設置を必要とする市にあっては、これを必ず設置す

るよう指導すること、と言及されている。また、平成 14年３月 29日局長通知にお

いては、婦人相談員の十分な活用について検討することが求められており、「婦人

相談員が設置されていない市においては、その必要性の有無について、不断に検討

されたいこと」と指摘している（「「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」の施行に対応した婦人保護事業の実施について」前掲）。 

婦人保護事業の対象は拡大していること、また、対象者が相談に来るのを待つば

かりでなく、「発見に努める」ことが婦人相談員の業務として法律（売春防止法第

35条３項）に規定されていることを踏まえ、必要な人員を確保することが求められ

ている。また、婦人相談員が所内に１人のみの配置の場合、相談対応と家庭訪問や

同行支援の実施の両立が難しい現状や、専門性の向上のための研修に参加すること

も厳しい場合も少なくないことから、相談ニーズに対応しうる婦人相談員の設置が

必要とされる。 

そこで、女性が置かれている厳しい現実や支援ニーズに鑑み、行政の責務として、

婦人相談員が「相談／一時保護／自立支援」までの切れ目のない一連の相談・支援

を一定の水準で実施できる体制を整備する必要がある。そのためには、市区におけ

る婦人相談員の設置を義務化して、婦人相談員の設置を促進するとともに、専門職

としての業務内容に見合った婦人相談員の身分保障や待遇の改善が不可欠である。 

更に、より質の高い相談・支援を提供するためにはチームアプローチが必須であ

ることから、組織内で婦人相談員と他の職種の連携体制を構築するとともに、婦人

相談員の役割、専門職としての決定プロセスへの参画や権限について協議し、相談

業務の遂行が滞りなく実施できるシステムを整備することが求められる。システム

を整備し組織的対応を図ることは、婦人相談員のバーンアウトを防止する上でも有

効である。そこで、スーパービジョンの体制をシステムとして取り入れておくこと

が必要である。 
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（２）関係機関との連携 

婦人相談員が対応する相談内容は多岐にわたり、かつ、活用すべき施策も多領域

にわたることから、関係機関との連携体制を構築することが重要である。次の図は、

厚生労働行政における婦人保護事業の関係機関を整理したものである。 

 

 
出典：http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000065114.pdf 

 

厚生労働行政を超えた連携体制も必要であり、婦人保護事業実施要領では、社会

福祉や雇用・労働関係のほか、公衆衛生関係、法務・警察関係、司法関係、教育関

係、男女共同参画関係等の関係機関並びに民生委員、児童委員、保護司、民間団体

等の協力機関との緊密な連携を図ることが記されている。そのほかにも、心身の回

復の支援のためには、医療機関や精神保健福祉機関との連携も必要である。また、

民間シェルターをはじめ民間団体との連携を促進し、当事者を中心としたネットワ

ークを構築することが求められる。 

同時に、市区における社会福祉、雇用、労働、医療保健、住宅、教育、男女共同

参画関係等の担当課との庁内連携を促進することが重要である。また、相談者に二

次被害を与えることなく、適切な支援を効果的に提供できるように、可能な場合は、

婦人相談員の所属する課を中心とした庁内のワンスストップセンターあるいはワ

ンストップ機能の構築が検討されてもよい。 
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【厚生労働行政における婦人保護事業関係機関（概要）】 

 

連

携

・

協
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婦人相談員 
全国 1,235人 

（平成25年     

4月1日現在） 

 

相談 

カウンセリング 

情報提供 

婦人 
保護施設 
 
生活支援 

心理的ケア 

自立支援 

民間シェルター 

母子生活 
支援施設 
生活支援 

子育て支援 

心理的ケア 

自立支援 

母子家庭等就業・自立支援センター 
職業相談から就業支援講習会の実施、就業情報提供等 

公共職業安定所（ハローワーク） 
特にマザーズハローワーク・マザーズサロン・マザーズコーナーにおける 

子育て女性などに対する就職支援 

児童相談所 
心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等 

連当 

配偶者暴力相談支援センター  
２３７か所（平成２６年１月１日現在） 

婦人相談所 ４９ヶ所  
（平成25年4月1日現在） 

相談 カウンセリング 情報提供 

一時保護（民間シェルター等への委託を含む） 

同伴児童への対応  

婦人保護施設への入所 等 

福祉事務所（もしくは市区） 
生活保護 母子生活支援施設入所 

保育所入所 子育て短期支援事業 

母子家庭等日常生活支援事業 

児童扶養手当の支給 等 
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【日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領」】 

1995 年１月 20 日に本会の倫理綱領として採択した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を改

訂し、2005年６月３日に開催した第 10回通常総会にて採択したものである。 

前文 

われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等

であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービ

ス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進と

サービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。 

われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすこ

とに着目する時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠の制度であることを自覚す

るとともに、専門職社会福祉士の職責についての一般社会及び市民の理解を深め、その啓発に

努める。 

われわれは、われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟が採択した、次の「ソーシャ

ルワークの定義」（2000年７月）を、ソーシャルワーク実践に適用され得るものとして認識し、

その実践の拠り所とする。 

 
われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責

であるだけでなく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを認識

し、本綱領を制定してこれを遵守することを誓約する者により、専門職団体を組織する。 

価値と原則 

１．（人間の尊厳） 

社会福祉士は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化

的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。 

２．（社会正義） 

差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義

の実現を目指す。 

３．（貢献） 

社会福祉士は、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。 

４．（誠実） 

社会福祉士は、本倫理綱領に対して常に誠実である。 

５．（専門的力量） 

社会福祉士は、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。 

倫理基準 

１）利用者に対する倫理責任 

 １．（利用者との関係）社会福祉士は、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自

己の利益のために利用しない。 

 ２．（利用者の利益の最優先）社会福祉士は、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に

考える。 

 ３．（受 容）社会福祉士は、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。 

 ４．（説明責任）社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用い

て提供し、利用者の意思を確認する。 

 

ソーシャルワークの定義 

ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、社

会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を

促していく。ソーシャルワークは人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、

人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソー

シャルワークの拠り所とする基盤である。 
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 ５．（利用者の自己決定の尊重）社会福祉士は、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権

利を十分に理解し、活用していけるように援助する。 

 ６．（利用者の意思決定能力への対応）社会福祉士は、意思決定能力の不十分な利用者に対し

て、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。 

 ７．（プライバシーの尊重）社会福祉士は、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者

から情報を得る場合、その利用者から同意を得る。 

 ８．（秘密の保持）社会福祉士は、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲に

とどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。 

 ９．（記録の開示）社会福祉士は、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を

開示する。 

 10．（情報の共有）社会福祉士は、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関

係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。 

 11．（性的差別、虐待の禁止）社会福祉士は、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから

派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。 

 12．（権利侵害の防止）社会福祉士は、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。 

２）実践現場における倫理責任 

 １．（最良の実践を行う責務）社会福祉士は、実践現場において、最良の業務を遂行するため

に、自らの専門的知識・技術を惜しみなく発揮する。 

 ２．（他の専門職等との連携・協働）社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と

連携・協働する。 

 ３．（実践現場と綱領の遵守）社会福祉士は、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるよ

うな場合、実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。 

 ４．（業務改善の推進）社会福祉士は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。 

３）社会に対する倫理責任 

 １．（ソーシャル・インクルージョン）社会福祉士は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排

除、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すよう努める。 

 ２．（社会への働きかけ）社会福祉士は、社会に見られる不正義の改善と利用者の問題解決の

ため、利用者や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかける。 

 ３．（国際社会への働きかけ）社会福祉士は、人権と社会正義に関する国際的問題を解決する

ため、全世界のソーシャルワーカーと連帯し、国際社会に働きかける。 

４）専門職としての倫理責任 

 １．（専門職の啓発）社会福祉士は、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え

社会的信用を高める。 

 ２．（信用失墜行為の禁止）社会福祉士は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。 

 ３．（社会的信用の保持）社会福祉士は、他の社会福祉士が専門職業の社会的信用を損なうよ

うな場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。 

 ４．（専門職の擁護）社会福祉士は、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連帯し、

その立場を擁護する。 

 ５．（専門性の向上）社会福祉士は、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研

修に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。 

 ６．（教育・訓練・管理における責務）社会福祉士は教育・訓練・管理に携わる場合、相手の

人権を尊重し、専門職としてのよりよい成長を促す。 

 ７．（調査・研究）社会福祉士は、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性

を確保する。 

出典：http://www.jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/#02 
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 第Ⅱ部 婦人相談員の業務内容  

１．ソーシャルワーカーとしての婦人相談員業務 

市区における婦人相談員は、福祉事務所・子育て支援課等に配置され地域コミュニ

ティに基盤を置く。つまり相談者にとって最も身近な場所において生活実態に即した

相談・支援を行える強みがある。そこで、婦人相談員は相談者の立場に立ち、①相談

対応、②一時保護等により要保護性・緊急性の高い相談者への安全確保のための支援、

③新たな生活の再建に向けて、一連の支援の流れが切れ目なく展開されるよう努める。

そのため、婦人相談員は他分野・他機関と連携・協働し社会資源をコーディネートし

ながら、地域での中長期的・継続的な自立支援までの流れを切れ目なく担うソーシャ

ルワーカー（ケースワーカー）としての業務に務める。 

 

婦人相談員が担う相談・支援の形態は、大別すると次の４つに分けられる。 

 

 
  

■電話相談         ■来所相談 

■訪問相談         ■同行支援 
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２．相談・支援の流れ 

売春防止法第 35条第３項により婦人相談員の業務は、以下のように示されている。 

 

 
 

さらに、配偶者暴力防止法第４条により、婦人相談員は、「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。 

また、配偶者暴力防止法に基づく、「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」（内閣府）によれば、婦人相談員は、下記の点に

留意して相談にあたることが必要であるとされている。 

 

 
 

なお、「指導」という用法は法律上の文言であり、実際の支援においては婦人相談

員は指導的立場ではないことを自覚することが必要である。 

（１）発見と初期対応の重要性 

売春防止法の施行後 60年近くたった現在もなお、売買春は潜在化し続けている。

売買春や性的搾取は国際的な人身売買として、また、ポルノ、少女売買春（いわゆ

るＪＫ問題（女子高生）ビジネス）などの性的搾取として、さまざまに形を変えて

存在している。売買春にかかわる相談は、深く潜在化した売買春構造の氷山の一角

であり、「売春は女性の犯罪ではなく、女性に対する犯罪である」とした国際的な

共通認識に基づき、婦人相談員は支援のあり方を模索していくことが求められてい

る。 

特に、若年女性に対する深刻な性暴力被害が広がりをみせており、早期発見のた

めの家庭訪問や地域巡回や支援を可能にする婦人相談員の人員体制の整備等を含

め、早急に対策を検討する必要がある。 

■安全確保 

■秘密保護 

■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 

■問題の解決に当たっては、被害者自らが選択・決定することを基本とする 

■情報提供・助言・自立の促進・保護命令制度の利用・保護施設の利用・関係機

関との連絡調整等、配偶者暴力相談支援センターの業務の中心的役割を担う 

■援助が的確に実施されるよう、関連の法律・施策・制度について十分な知識を

得るよう努める 

婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導

を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。 
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現代では、相談者が抱える問題は複雑化し多様化している。自ら進んで相談に訪

れることが難しい場合もあるので、安心して相談できる環境づくりや広報活動も課

題となろう。そのためには日ごろから早期発見ができる地域の機関―保健センタ

ー・医療機関・児童家庭支援センター・学校・保育所・民生委員・児童委員・警察

等と日常的に連携し、婦人相談員の業務と役割を周知しておくことは、早期発見と

問題解決に向けての支援、そして被害の未然防止にもつながる。 

〔初期対応〕 

市区における婦人相談員の相談窓口には、日常生活を送る上で困難を抱える多

岐にわたる分野の女性の相談が寄せられる。 

相談の経路としては、①相談者本人からの相談、②親族・知人・友人等からの

相談、③関係機関（者）からの通報・紹介・相談・支援要請がある。 

関係機関（者）とは、婦人保護関連機関・所属機関の他部署・医療機関・保健

センター・児童相談所・児童家庭支援センター・学校・保育所・幼稚園・民生委

員・警察等である。 

■親族・知人・友人等からの相談は本人のニーズと食い違うことが少なくないた

め、本人が直接電話もしくは来所して相談できるように、親族・知人・友人を

通して働きかけることが大切である。しかし、第三者が介入しなければならな

いほどの緊急性や危険性が予測される場合や本人が直接相談することが難し

い場合は、親族等に支援のための情報の提供や助言を行う必要がある。 

■関係機関（者）からの通報・連絡・紹介を受けた場合は、すみやかに応じ、通

報・相談・紹介の理由を尋ね、必ず内容を正確に把握すると共に、関係機関（者）

の意見や判断を聞いておくことも今後の支援の参考になる。 

■相談者への初期対応は、今後の相談・支援の成否を決めるともいえる大切な意

味を持つ。 

〔初期対応の留意点〕 

■支援を求める困難さを理解する 

相談者の多くは、相談にたどりつくまでにさまざまな出来事や生きることの

困難さに遭遇し、葛藤がありながらも勇気をもって相談に一歩足を踏み出して

いる。そのことに思いやり敬意を持って接する態度が求められる。 

危機にある女性は、さまざまな感情を体験しているがゆえに、取り乱してい

たり、「恥ずかしさ」の感情や恐怖やショックで何も考えられなかったりする

ことが多い。また、家を出る選択をしても、今後の生活や一人での子育て、夫

の追跡へのおそれなど、不安や気持ちの揺れを抱えている場合がある。婦人相

談員は、相談者の気持ちの揺れを受けとめながらも、夫の元を離れたいと思っ

た瞬間の体験や、家を出たいと思った原体験をしっかり聞き取り、受け止める

ことが必要である。その上で現在困っていることや不安になっていることを会
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話の中で明確にして、少しでも不安を取り除くよう、心理的ケアや情報提供に

よる支援が必要とされる。 

■安全で安心できる環境を整える 

相談者が身体的にも心理的にも安全で、安心できる相談の環境を整えること

は最も大切なことである。相談の場所が安全であり、身体的にも危害が加えら

れず、心理的にもプライバシーが守られるよう配慮が必要である。また、婦人

相談員と相談者の関係性が、侵害されたり傷つけられない安心できる関係にあ

ることによって、相談者は初めて困難な出来事や不安・おそれ、怒りや悲しみ

などの感情を表現することができる。 

■相談者の尊重の原則を理解する 

相談の初期の段階で婦人相談員の立場から単純な正誤判断や急いで解決を

求めたり、決めつけるような態度は避けなければならない。相談者が自分のペ

ースで出来事や気持ちを自由に表現できる、十分な時間が必要である。そうす

ることで相談者と婦人相談員の信頼関係の糸口ができるだけでなく、婦人相談

員自身も相談者の物の感じ方や考え方を知り、ゆっくりと心を開き理解する力

が養われる。 

さらに大切なことは、相談者の話にきちんと耳を傾けた後には、婦人相談員

の気持ちも落ち着いた心地良さを感じることが多いということである。 

■相談者に自己紹介し婦人相談員の業務内容だけでなく、婦人相談員は相談者の

立場に立って共に問題解決を図ろうとする支援者であることを伝える。 

また、個人の秘密は守られることを説明し、理解を得ていく必要がある。今

後、緊急事態が生じた場合の連絡方法を確認しておくとよい。 

■安全な生活を送る基本的権利が誰でもあることを伝える。 

（２）相談の受付 

①主訴・課題・意向の把握 

相談者が自ら進んで来所した時は、必ず主訴（来所理由や意識されているニーズ）

や支援への期待を持って相談に来所する場合が多い。また、関係機関からの通報や

紹介等で来所した場合や、相談者自身が「どうしたいのかわからない」「どうして

いきたいのかわからない」と混乱や不安を抱えて来所した場合でも、相談者は「で

きれば現状の混乱や困難さから脱出したい」「現実を改善していきたい」という願

望や意欲を持っていることが多い。 

主訴は、本人にとって非常に大切なものである。婦人相談員が本人の主訴を軽視

したり受け止めないことで、相談者との信頼関係を損なうきっかけになることもあ

る。そのため、初回面接では主訴を重視し理解することを心掛けたい。相談者の主
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訴やその周辺の出来事と気持ちを詳しく聴いていくなかで、どのようないきさつで、

現状に至ったのか、そこにどのような問題があり、どのようなことが解決の壁にな

っているのか、相談者と婦人相談員で探っていくことが大切である。  

また、問題にまつわる感情―痛み・苦しみ・怒り・悲しみ―を婦人相談員が分か

ち合うことで、「打ち明けて重荷をおろし胸のつかえがとれました」「少し楽にな

りました」と相談者の感情が変化し、安定していく。そして、「問題をより明確に

したい」という意欲が生まれる場合もある。 

 

【婦人相談Ｑ＆Ａ】 

Ｑ１ 夫の暴力があり相談したいという電話相談のあと、来所相談があった。その相談者

は、地域では“パチンコ店に入りびたり”“よく嘘をつく”などの評判やうわさがある

女性であった。婦人相談員は相談者の立場に立ち、寄り添って支援をしていかなくては

ならないと思うが、“嘘をついているのでは”と思いながら話を聴いてしまう。このよ

うに、相談者の話しが信じられない場合、どのように対応すればよいのか。 

→Ａ 

婦人相談員として、第一に、偏見にとらわれず、相談に来られた相談者の話に真摯に耳

を傾けることが必要です。相談の基本は「聴く」こと。ただ聞くのではなく、積極的に

相談者の話を聴くことです。相談の背景には、色々なことがあります。その中で自分を

守るため、あるいはその環境を生き抜くための嘘をつく場合もありえること、複雑な状

況に置かれていることを理解する必要があります。そういった中を相談に来てくれた事

を評価し、しっかり「聴く」ことで信頼関係を築くことができるのです。 

 

Ｑ２ 以前、他の機関に相談し二次被害を受けたことから、“婦人相談員のことも信用で

きないが、ここしか相談に来るところがないので仕方なく来た”という相談者に対して、

どのように接して行けばよいのか。 

→Ａ 

二次被害を受けた経験があるというのに相談に来てくれたことに対して、ねぎらいの言

葉をかけ、その勇気に敬意を表しましょう。二次被害の内容を丁寧に聴き、気持ちを受

け止めることが必要です。婦人相談員は、相談者との間に立場の差があることを認識し、

自分自身をチェックして、二次被害を与えないように注意することが大事です。 

 

Ｑ３ 相談者が面接中に、婦人相談員自身の個人的なことを色々聞いてくるが、どう答え

てもいいのか。また、親しくなる手段として、“自分にも同い年の子どもがいる”とか、

“同じ県の出身だ”とか、話してしまいがちだが、どうしたらよいのか。 

→Ａ 

相談者が話しやすくなるためには、個人的な親密さを増す方法ではなく、相談者が自己

開示できるように相談者と同じ方向を向き、主訴の確認をしながら、きちんと相談者の

話を受け止めることが大切です。“この人は理解してくれているんだ”、“色眼鏡なし

にそのまま聴いてくれているんだ”ということを相談者が感じられることが大事です。 
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Ｑ４ 相談者の中には、「婦人相談員さん、あなただったらどうしますか？婦人相談員さ

んならこうするという事を教えてもらえたら、その通りにします」と言う相談者がおり、

相談者自身で決めてほしいと思いつつ、”自分なら……”と答えそうな場合がある。ど

う対応すればよいのか。 

→Ａ 

何よりも、相談者自身の自己決定が大事です。相談者の人生であり、相談員の人生では

ありません。婦人相談員は、相談者自身が問題解決のための道筋を見いだせるよう、情

報提供しながら、相談者に寄り添い、支援して行くことが必要です。 

婦人相談員が“こうすれば上手く行くのに”と思うことはあるかもしれませんが、それ

が必ずしも相談者自身が選択したい内容であるとは限りません。相談には段階がありま

す。相談者自身がその時に出来る事を自分自身が決めていくこと、婦人相談員がそれを

支援していくことで、エンパワーメントに結びつき、最終的に相談者自身が自己決定し

ていけるのだと思います。 

相談者自身のストレングス（相談者自身がもっている力）に気づいてもらえるような言

葉かけをしながら支援していくことが大事だと思います。 

 

Ｑ５ 精神・知的等の障がいのある相談者の意志決定について、婦人相談員がいいと思う

方向に説得して向けさせるのがよいのか、あくまでも本人の意志に沿っていくべきなの

か。 

→Ａ 

婦人相談員は、病気や障がいに関する理解を充分に持ち、一人一人の違いを知って支援

して行くことが必要です。本人の意志に沿って婦人相談員がサポートすることで、相談

者自身が尊重されていると感じ、自信をつけることにつながっていくと思います。（31

頁を参照） 

 

Ｑ６ 自分の担当地域に、“売春をさせられている女性がいるので早く助けてほしい”と

の相談があった場合、市区の婦人相談員はどう対応すればよいのか。売買春については、

婦人相談所が中心に対応すると考えていたので、婦人相談所に情報提供をして頼めばよ

いのか。 

→Ａ 

婦人相談員の業務の中で、売買春の問題は婦人保護事業の「本来ケース」といえるもの

です。まず状況の把握をする事が第一であり、婦人相談所や警察など関係機関と連携し

ながら組織の中で対応していくことが必要です。 

 

Ｑ７ 相談者から「もう消えてしまいたい」「さようなら」等と電話があった場合の対応

はどうすればいいのか。このような時には、家庭訪問をした方がよいのか。 

→Ａ 

相談者の話をしっかり聴き、婦人相談員が心配している事を伝えましょう。会話を終え

る時は、また電話をもらえるかを確認し、電話をもらえるように約束します。 

電話の後に、他の婦人相談員や保健師等の関係者から情報を集め、職場内で対応につい

て検討します。きわめて危険だと判断した場合は、警察に連絡することが必要です。 
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Ｑ８ 外国人女性の相談に対して助言をすると「わかった」「大丈夫」と返事があるため

安心していると、全くわかっていなかったということがよくある。「わかった」という

ことをどのように確認していったらよいのか。 

→Ａ 

「言葉の壁」が大きな問題です。市区には通訳費用もないところが殆どです。そのよう

な場合には、次のように対応しましょう。 

・相談者にとって信頼できる友人など、日本語がよくわかる人に同行してもらう。 

・外国人を支援しているＮＰＯ等と連携して相談に関わってもらう。 

なお、相談者と信頼関係ができることで、「わからない」といってもらえるようになれ

ば、そこから「わかった」かどうかは確認できます。（34頁を参照） 

 

Ｑ９、離婚相談中の女性から、「別居したので子どもと自分の住所を移したいが、勝手に

移してもかまわないのか」との相談があった。夫との関係について状況を聴き、「移し

てもかまわないのでは」と答えたところ、「夫から怒られた」という苦情が来た。どの

ように対応すればよかったのか。 

→Ａ 

相談者は、自身の身を守るために色々な話をします。決めるのは婦人相談員ではなく、

相談者自身であることから、情報提供の段階で、助言の内容に気をつける必要がありま

す。夫との状況を聴いた中で、夫が怒ることが予想されていても、相談者はそれでも住

民票を異動させる意志があるのかどうかを確認します。また、暴力の危険の判断も必要

です。 

 

Ｑ１０ 夫のＤＶにより別居中の母子が、子どもの父親からの追求について拒否してほし

いと学校に頼んだが、学校からは「父母双方に親権があるので出来ない」と言われた。

また、学校側からは、「どのように対応すればよいのか」と相談があった。このような

場合はどう対応すればよいか。 

→Ａ 

学校・保育園への対応は情報が漏れる可能性があるので、慎重に対応することが必要で

す。 

転校手続きは教育委員会から他区市の教育委員会に丸秘事項として行われますが、婦人

相談員が教育委員会に同行支援を行なうことで、学校側との協議も教育委員会を通して

できます。 

父親が弁護士を立てて情報開示請求をする場合がありますので、婦人相談員から教育委

員会、保育課等に依頼し、法令担当部局などとの調整を行うなど、あらかじめ情報公開

条例に基づく対応を組織として検討しておくとよいでしょう。 

 

②課題の優先順位を整理し、問題を掘り下げる。 

相談者が落ち着き、自分が受け入れられ理解されていると感じられるようになっ

た段階で、婦人相談員は主訴の背後に隠れている本質的な問題をとりあげ、全体像

を明らかにしていくことに努めることが必要である。相談者の意向を確認しながら

課題の優先順位を整理し、解決を困難にしているのはどのような問題なのかを話し

合うことで、相談者の考え方が広がり、現実の課題に取り組む足がかりができる。 

例えば、出産費用に困って入院助成の相談に福祉事務所を訪れた場合、当初の主

訴の背後に夫の暴力や子どもへの虐待が隠されている場合がある。相談者には、夫

の元を離れたい気持ちがある一方で、生まれてくる子どもを自分一人で育てられる

か、不安の中で葛藤している場合がある。このような際には、当初の主訴（入院助
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成の相談）に対応すると同時に、本人の希望を確認しながら「ＤＶと虐待被害」を

包括的に捉え、家族の全体像を把握する。そして、子どもの虐待対応機関と情報を

共有し、アセスメントや支援方針を検討していく必要がある。 

更に、相談者の気持ちや行動への意欲に留意しながら、次のような多面的で継続

的な支援を展開する必要がある。 

１）暴力被害からの避難に関する情報提供や弁護士等の法的援助 

２）保健センターや児童精神科医と協働しながらの心理・医療的対応 

３）将来の生活への不安や葛藤などに関する精神的支援 

４）病院への同行支援や家事・育児などのサービスの利用をコーディネート 

５）生活再建に向けた社会福祉の諸制度の利用手続き など。 

また、婦人相談員は福祉事務として支援できることと他機関に依頼することを整

理し、相談者に説明するとともに、虐待対応機関や保健センター、医療機関などと

調整を進める。 

③「問題を探る」段階から「解決を探る」段階への支援 

相談・支援の流れは、「問題を探り、掘り下げ、優先順位を整理する段階」と「問

題の解決を図る段階」がある。婦人相談員は、「問題を探る段階」から「解決を探

る段階」に向けて取り組むタイミングを見極める必要がある。相談者の不安が強く

心配している様子がみえる場合には、気持ちを受け止め、問題を探る方が有効な場

合が多い。相談者の感情が安定していて問題を言葉で表現でき、出口を探っている

雰囲気がある場合には、解決の方向を選択できる可能性がある。問題解決への道筋

は、相談者自身が見出していくことが大切である。 

婦人相談員の役割は、相談者の迷いや葛藤に寄り添いながら、相談者を精神的に

支え適切な情報を提供し、共に考えていくことである。そのためには問題解決に役

立つと思われるような様々な情報、例えば、「配偶者からの暴力の責任は被害者に

はないこと」「保護命令制度の申し立て手続き」「安全確保」等、生活再建に向け

ての社会資源の有効な活用方法などの情報を提供する。できるだけ多くの選択肢の

中から、相談者が解決の道筋を自分で選び決定できるよう支援していくことが重要

である。 

また、ある相談者にとって「役立つ」行動でも、別の相談者には「不利な」行動

になることがある。「ある行動の結果から利点と不利な点が生まれる」ことがあり、

相談者と状況次第で変わっていくことをおさえておく必要がある。どの解決の道筋

を選ぶかは、相談者と婦人相談員が話し合いながらも、人生の選択の最終責任を負

えるのは相談者のみであることに留意が必要である。 

「いつ、どこで、何を、どのように行うか」、一歩ずつ具体的に進み、解決を急

がないよう配慮することが肝要である。相談者には問題を解決できる力があること

を伝えて力づけると共に、将来の生活のイメージを描けるよう支援し、希望へと繋

げていくことも大切なことである。 
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（３）アセスメントと対応 

アセスメントに際して相談者から状況を聞きとる際には、婦人相談員には守秘義

務があり、相談者のプライバシーは守られることを前もって伝える。また、効果的

な支援を行うため支援計画を作成する際には、相談者と婦人相談員の協働作業が必

要であることを伝える。婦人相談員は、相談者の人権を尊重し相談者をエンパワー

メント（力づけ）できるような支援姿勢を常に心がけたい。 

更に、相談者が過酷な状況を懸命に生きぬいてきたことに対してねぎらいの言葉

を、辛い体験を話してくれた勇気や決断に感謝の言葉を伝えることを心がけたい。 

なお、アセスメントでは、下記のすべての項目について情報を求める必要はなく、

本人の訴えや状況から課題と考えられる項目から聞いていく。支援にあたって不必

要な情報を無理強いして尋ねることは、望ましくないためである。内容が多岐にわ

たる場合など、一回の相談ですべての情報を得る必要はない。本人と婦人相談員の

間で信頼関係を築きながら、支援に必要な内容を聞きとり、支援計画作成までに本

人の抱える課題の全体像を把握していくことが求められる。 

また、アセスメントに関する情報は、支援経過の中で変化していくものであり、

その都度更新していったり、適宜追加の情報を収集して、アセスメントを深めてい

くことも大切である。 

 

〔アセスメントの領域〕 

■相談者の様子をよく観察する 

（顔色、表情、身ぶり、ふるまい・声のトーン・沈黙、話し方、対人関係など） 

■心身の状況を聞きとり査定する 

・現在の体調と精神状態 

・病気、けが、入院／通院歴と現在の状況 

・健康保険の加入状況（国民健康保険・社会保険） 

・主治医の意見を求める必要性の有無 

・妊娠している場合、妊娠週数 

■経済状況を聞きとり査定する 

・生活費、預貯金、年金、養育費等 

・就労状況と雇用形態（正社員、パート、アルバイト） 

・借金の有無：借金の問題が関連すると判断される場合は借金の状況を聞きとる

解決の方法として法律扶助制度の活用等の情報提供をする 

・生活保護：本人の意向、生活保護の適否について必要な情報を整理し、必要な

場合は実施機関の生活保護担当者につなげる 
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■危険性・緊急性の判断と対応 

本人が暴力被害を受けている場合、暴力の被害状況と危険性・緊急性を判断す

るために必要な事柄を聞きとり査定する 

・暴力の実態（身体的暴力・言葉の暴力・精神的暴力・経済的な暴力・性的暴力） 

・けがの内容と頻度・けがの後遺症の有無 

・暴力による心理的影響 

・暴力の開始時期 

・大きな暴力はどのような暴力か 

・最近の暴力はいつ、どのような暴力か 

・暴力を受けた直後の状況 

・今後の暴力の予測 

・子どもの頃、暴力被害や虐待を受けた経験 

・暴力の時の対処行動 

（警察に通報、避難、身近な人に相談、公的機関に相談など） 

■安全確保するための方法を本人と相談し、必要な情報を提供する 

本人の精神状態が落ちつくまで待ってから、本人の考えやこれまでの工夫に基

き安全計画を立てる。また、必要に応じてフレキシブルに変更していくことも検

討する 

■同伴児への影響を聞きとり査定する 

・子どもの年齢 

・暴力の目撃状況 

・夫（内夫等）から子供が直接、暴力を受けたか 

・子どものことで困っていること 

・子どもの安全の確保（避難が必要な場合に当面の避難先を本人と相談しておく） 

■生活状況 

・家事、食事の摂り方（摂食障がいの有無など） 

・金銭管理能力 

・飲酒、ギャンブル依存はないか など 

■家族の問題、家族関係 

・世帯構成と世帯員 

・家族の困窮状況 など 

■国籍、言語 

・外国にルーツを持つ相談者の場合、日常の使用言語は日本語か外国語か 

・日本語の理解力 など 
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■生活歴、学歴 

・生育過程で困難を感じたこと 

・学歴 

・友人や仲間との関係の継続 

・良い思い出 など 

■本人の力、支援の有無 

・課題に対する理解、向き合おうとする気力、解決しようとする意思 

・本人の理解者、相談に乗ってくれる人の有無 など 

■その他 

 

参考文献： 

「生活困窮者自立支援法 自立相談支援事業 従事者養成研修テキスト」 

（自立相談支援事業研修テキスト編集委員会 2014年）より 

「アセスメントの領域と視点」の一部を参考に作成 

（４）ケース検討会議 

相談者の相談内容は多岐にわたり、複数の問題が複雑にからみあっているため、

生命の危険度や緊急性の見立て、家族関係の見立て、相談者からは語られない背景

の見立てなど、婦人相談員には想像力が求められる。婦人相談員の相談・支援は専

門性が高く、難易度の高い職務である。 

■相談者が抱える問題の解決に向けて支援していくには困難を極める場合も少な

くなく、婦人相談員はともすればその責任の重さに押しつぶされそうになること

もある。婦人相談員は自分ひとりで問題を抱えこむことなく、日頃から福祉事務

所等の組織の上司、生活保護のケースワーカーなどの各部署の関係者に理解を得

ることができるよう働きかける必要がある。必要に応じて上司や各関係部署に問

題を提起し、定期的にケース検討会議を開催するよう働きかけ、職場全体で対応

できるような体制づくりに努める必要がある。 

また、婦人相談員自身が暴力の加害者からの嫌がらせや脅しなどにさらされた場

合など、職場全体で対策を検討し事態に対応できるよう、日頃から問題を提起し、

常に組織的対応を求めていく必要がある。組織的対応は婦人相談員のバーンアウ

トを防止する上でも有効である。 

  



- 22 - 

■対象者の支援において、関係機関・関係者との緊密な協働、連携が欠かせない。

そのためには日頃から、婦人相談所、民間シェルターや民間相談機関、社会福祉

施設、医療機関、教育委員会、民生委員、警察、弁護士、裁判所、各地域の産婦

人科医や精神科医などの専門家等と密接に情報交換を行い、活用できる社会資源

について情報収集に努める。また、婦人相談員の機能や役割について、関係者・

関係機関の理解を得ることができるように働きかけることが大切である。同時に

他機関（者）の機能・役割を理解することに努め、支援を受ける側の立場に立っ

たよりよい支援にむけた関係機関の調整を心がける。 

また、関係機関、支援者がそれぞれの専門性や立場（公的機関・民間機関等）を

相互に尊重しあい、ネットワークを形成することによって、情報を共有して問題

を明確にし、支援目標の共有化を図ることができる。このようなネットワークの

構築が、相談者にとって有効な支援を組むことを可能にする。 

■市区の婦人相談員相互のネットワークの強化を図る。 

近年、市区の婦人相談員の経験年数が短く、経験の浅い婦人相談員の割合が高ま

っており、婦人相談員の経験が継承されず蓄積されにくい現状にある。そこで、

市区の婦人相談員のネットワークを強め、資質の向上や業務内容の充実を図るた

め、相互学習形式でのケース検討会議や経験ある婦人相談員や女性支援の専門家

を招いた「グループスーパーヴィジョン研修」を定期的に開催するなど、各市区

での問題や課題に基づき、創意工夫のなかで婦人相談員の経験を継承し発展させ

ていく機会を創り出すことが求められている。 

また、全国の婦人相談員で組織している「全国婦人相談員連絡協議会」は、「売

春防止法」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に

基づく「婦人保護事業」の重要性を、婦人相談員の立場から訴えていくことを目

的としている協議会である。そのため婦人相談員相互のネットワークの強化を図

り、特に広域での支援が必要な場合に強力なネットワークとして機能している。

また、全国を８ブロックの地域に分けて会員相互の研修の充実を図り、売買春問

題やＤＶ等に関して、女性の人権擁護を目指して活動している。婦人相談員相

談・支援指針についても、ガイドラインに沿ったブロック単位での研修が有効で

あろう。 

（５）一時保護・施設入所を要する場合 

①緊急一時保護 

近年、多様で複合的な課題を有し、一時保護を求める相談者（児）は増加の一途

をたどっている。本人の訴えや状況から要保護性や緊急的な支援が必要であるか否

かを判断し、必要である場合は適切に一時保護等により支援することが求められる。 

  



- 23 - 

＜対象者＞ 

・ＤＶ被害女性（児）、ストーカー被害、売買春による被害女性、性暴力被害女性

（児）等 

・失業により職業や住居を一時的に失った女性 

・ヒモ、暴力団等から避難し、保護を求めに来た女性 

・生活の場を一時的に失った女性 

・病院退院後、帰住先がない女性 

・所持金がなく、泊まるところを確保できない女性 

・売春防止法５条違反で、帰住先がなく支援を必要としている女性 

・その他、緊急一時保護を必要と判断される女性と子ども 

 

※ 妊産婦の一時保護の特例（東京都女性相談センター運営要領）『慈愛寮』 

おおよそ妊娠 36週以降から出産後、短期間入所でき、安心して出産・子育てができる

ように支援する施設である。現行制度では、東京都女性相談センターの措置により入所

が可能となる。 

 

＜利用施設＞ 

本人の訴えやそれぞれの状況を考慮し、相談者にとって最も適当と考えられる一

時保護の方法及び施設を選定することが必要である。そのためには、婦人相談所や

関係機関との「業務連絡会」を通した情報交換を行い、①相互に共有する目的・目

標を明確化すること、②「依頼時・一時保護期間中・退所時の支援」等、同行支援

を含めて「誰がどのように担うのか」、明確な協働の取り決めを策定しておくこと

が重要である。また、利用者本人及び他の利用者の安心・安全の確保や、必要な支

援がなされているかどうか、相互の協力体制を検証し、それを踏まえた組織として

の改善点等を検討していくことも大切である。更に、相互にパートナーとしての関

係性のもとで支援を担っていく必要性を理解し、信頼関係を発展させ、維持してい

くことに努めていきたい。 

また、婦人相談員は相互に情報交換をし、各施設の①特色、②条件、③利用の制

限等を把握し、利用者に最も適当と考えられる施設を選定することが必要である。 

施設の利用先は次の通りである。 

〔都道府県〕 

・婦人相談所一時保護所 

・婦人保護施設（一時保護委託） 

・救護施設 

〔市区〕 

・母子生活支援施設（母子緊急一時保護事業の実施） 

・各市区独自の緊急一時保護事業 

・民間シェルター 
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・その他、直接施設に申込み利用するもの 

※貧困ビジネス業の施設が横行しているが、利用者の不利益とならないように、十

分調査把握することが必要である。 

〔実施責任〕 

一時保護の支援が必要な場合、居住地がないことや明らかでないことも多い。一

時保護を依頼するにあたっては、まず実施機関がどこになるかを定める必要がある。

生活保護上の実施機関に準じて、実施機関を定めている自治体がある。なお、相談

受付時の本人の訴えや状況等から生活保護制度へつなぐことが適切と判断される

場合は、確実に福祉事務所（面接相談員・地区担当ケースワーカー）につなぐこと

が必要であり、保護の要件を満たす場合には適切に保護適用するよう、婦人相談員

は周知に努める必要がある。 

また、福祉事務所においては、ＤＶ被害者等から生活保護の申請を受けた場合、

扶養義務者に対して扶養の可能性を調査する際の方法や範囲等に関して、被害者の

安全確保の観点から適切に配慮することが必要である。 

婦人相談所や婦人保護施設入所中は、衣食住は公費で賄われるが、入所中に医療

が必要になった際、本人に負担能力がない場合は医療費については生活保護（医療

単給）の適用が必要となる。婦人相談員は一時保護施設入所前に予め生活保護担当

ケースワーカーと調整を行い、必要時に迅速に適用できるよう連携しておくことが

大切である。 

■居住地のある女性⇒居住地を所轄する福祉事務所 

■居住地がない、または明らかでない女性⇒現在地を所轄する福祉事務所 

■夫の暴力等から避難し、居住地はあるがそこに戻れない女性⇒ 

・相談を受けた福祉事務所が保護の実施責任となる（現在地保護） 

・福祉事務所を経由せず婦人相談所の一時保護所に入所した場合、原則として施設

所在地を所管する福祉事務所が保護の実施機関となる（現在地保護）。 

②一時保護の実際 

１）緊急性の把握 

本人の訴えや状況をアセスメントし、緊急性や要保護性が高く、緊急に保護を

する必要があるのか、しばらく猶予できる状態にあり本人の迷いや揺れ動く気持

ちに寄り添いながら本人のニーズを探り相談を継続していく必要があるのか、判

断していく必要がある。 

〔緊急性が高い場合〕 

・本人が現在暴力を受けている、もしくは暴力を受けた直後で、怪我をしていた

り生命に危険がある場合 

・精神的ＤＶ被害等で混乱し、不安定な精神状態に陥り、通常の対処方法では対

処できず、心身の安心感が脅かされ、危機的状態にある場合 

・様々な困難の中で「家を出る」という決断をし、保護を求めて来所した場合 
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・失業や病気等で生活の場を一時失い生活困窮に陥り保護を求めて来所した場合 

・暴力の程度や危険の程度を図り、生命の危険が高い場合や、生活に困窮し安心・

安全に生活する基本的権利が脅かされている場合等、緊急性が高く保護の必要

がある 

・まだ生命の危険がなく、「家を出る」ことの不安や将来への心配、施設に入所

することへのためらい等がある場合は、即時の決断を迫らず、本人が当面困っ

ていることに臨機応変に対応したり、信頼関係を築くことを心がけ、継続的な

支援につなげることが婦人相談員の大切な役割である。 

２）相談者が一時保護を受ける意思があることを確認する。 

３）婦人相談所・民間シェルター・母子生活支援施設等の避難先についての情報提

供をし、支援内容やルール、居室・食事・風呂等の環境や入所期間等を事前に説

明し、相談者が選択できるように支援する。 

４）相談者の必要に応じて、生活保護法の活用法や日本司法支援センター、保護命

令制度（ＤＶ防止法）等の情報提供を行う。 

５）一時保護施設の空き状況を確認し、入所依頼を行い、移送の日程や手順を調整

する。 

６）安全に避難し入所できるよう、避難計画（荷物の準備・避難手順・交通経路等）

を相談者と一緒に立てる 

７）今後、どのような流れで支援がなされるのか、経済面、医療、施設、転校手続

き、法的解決に向けての支援等、必要な情報を提供することで、安心感が持てる

よう支援する。 

８）支援の見通し、初期の目標を立てる。 

一時保護入所前後の相談者（児）は、緊張が高まり精神的に危機的状態にある

ことが多い。相談者に寄り添いながら精神的に支え、信頼関係を築くことに力点

を置くことが大切である。支援における目標とは、個々のアセスメントの結果に

基づき、権利主体としての本人の主体性を基礎に本人と婦人相談員とで協働で作

成するものである。 

例えば、①「眠れない夜が続いている。家を出ることはもう決めたが、これか

らのことは何も考えられない」場合や、②「夫とはもうやっていけない、離婚し

て子どもと一緒に安心して生活したい」場合等、本人の心身状態や今後の生活へ

の意向を考慮しながら、初期の支援内容について支援計画としてまとめていくこ

とが必要である。 
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９）一時保護入所時には、原則として婦人相談員が必ず同行する。婦人相談員が同

行できない場合は担当課の職員が必ず同行する。 

10）婦人相談員は、一時保護所に対して入所者（児）の概要や支援計画（主訴・保

護に至った経緯及び若干の生活歴・初期目標等）を説明し、一時保護所での支援

内容を確認する。 
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【一時保護にあたってのチェックリスト（例）】 

［ＤＶ・ストーカー被害］  

 有（身体・心理・性的・経済）（ストーカー行為・つきまとい等）・

無 

［健康状態］  

・病気、けが等 有・無 病院名（    ）診断名（    ） 

・妊娠  ヶ月 受診状況（    ） 出産予定日（    ） 

・障がい 有 手帳（    ）・無 

・一時保護後の受診 必要・済（ 年 月 日） 

病院名（    ） 診断名（    ） 

・服薬 有（    所持・不所持）・無 

・カウンセリング 希望 有・無 

・アレルギー 有（食品    薬    その他    ）・無 

・健康保険 無保険・生保・加入（国・健・社・共） 

保険証：所持・不所持 

保険証の使用 可・否 

通知をとめる手続き 必要・不必要 

夫の社会保険の被扶養者からの離脱手続き 必要・不必要 

［支援策等］  

・保護命令 申立希望・検討中・希望なし 

申立済（ 月 日    裁判所） 

診断書 有・無  写真 有・無 

・被害届 提出済（ 月 日    警察署）・検討中・希望なし 

・行方不明者不受理届 提出済（ 月 日    警察署）・未提出・希望なし 

・住民基本台帳事務に 

おける支援申出書 

提出済（ 月 日    警察署） 

・未提出（今後申出予定）・希望なし 

・婚姻・離婚の不受理届 提出済（ 月 日    役所）・未提出（今後希望）・ 

希望なし 

・法テラスへの相談 

弁護士への相談 

希望あり・検討中・希望なし 

相談内容（                       ） 

・民事法律扶助制度の利

用 

希望あり・検討中・希望なし 

・親族等への連絡 連絡済 

（                           ） 

・未連絡・連絡しない 

・親族等の支援 （    ）からの支援が可能 

支援内容 経済・相談・その他（              ） 

・携帯電話 携帯持参 有・無 

名義 本人・相手・その他 

料金の支払い 口座引落（相手・本人）他（    ） 

新規契約済・番号変更済・解約済 

今後の予定 新規契約・番号変更・解約 

・職場への連絡 ・有（どのように伝えてあるか              ） 

・無 

・日常的なケアの必要性 ・相談者の不安や恐怖が強くケアの必要性 有・無 

ケアの内容（                      ） 
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［同伴者・同伴児について］  

同伴児 

・氏名 

・年齢（ 年 歳） 

・学校・保育所への連絡 

（どのように伝えてあるか              ） 

・児相への委託の必要性 有（理由           ）・無 

・健康状態   持病 有（              ）・無 

・受診の必要性 有・無 

・アレルギー 有（食品    薬    その他    ）・無 

・虐待被害 

有（ＤＶの目撃・身体・心理・ネグレクト・性虐待   ）・無 

・障がい 有・無 手帳 有（    ）・無 

同伴者 

・氏名 

・年齢（ 年 歳） 

本人との関係 

職業 

健康状態   持病 有（              ）・無 

       服薬 

保険証 有・無 

手帳 有（      ）・無 

携帯電話の所持 

［確認］  

・夫等の追跡の有無 有・無 

・離婚について 意向： 有・無 

離婚調停：申立希望・検討中・希望無・申立済・ 

その他方法希望（                    ） 

養育費・財産分与希望時は、夫の所得証明書の持参が望ましい。 

・夫等の行動範囲、危険

区域 
危険区域（                       ） 

・現時点の意向 

（避難後の生活の希望

等） 

本人 有（                       ） 

・未定 

［持ち物］  

・所持金 （    円） 

・所持品 ・運転免許証・通帳・カード・印鑑・年金手帳・母子手帳 

・外国籍の場合  パスポート 在留カード 

・その他（    ） 

・借金（本人名義） ・有（    ）・無 

・生活保護 ・受給中・申請済（ 月 日）・申請予定（市区）有・無 

・各種証明書の持参 ・戸籍謄本（    通） 

・住民票（    通） 

・所得証明書（本人    通）（相手    通） 

・取得予定書類（                    ） 

資料：長野県婦人相談所 婦人相談所等指導的職員研修資料を基に作成 
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③緊急一時保護中の支援 

１）婦人相談所は、医師や心理職・保護担当職員等が配置されており、急性期の保

護・生活支援を行える専門的機能を有する機関である。 

一時保護入所中は、利用者の意思を尊重しつつ、婦人相談員は一時保護所の保護

係担当者や医師・心理職と連携・協働しながら利用者のアセスメント情報を共有

し、今後の方針を決め支援していくことが必要である。 

２）婦人相談員は、来所面接や電話相談を通じて、利用者や一時保護所と話し合い

安全への配慮を行う（携帯電話の取扱い・安全な行動範囲等）。 

・一時保護中の環境変化によって生じる利用者の心身の変化や、対人関係の問題

等、一時保護所から利用者の状況やニーズを聴き取り、支援計画を見直す。 

・利用者の希望があれば、一時保護を中止し、他の方法による支援を検討する等

柔軟に対応する。 

３）福祉事務所と連絡を取り、生活保護の相談調整をする（生活保護の申請手続き、

医療単給）。 

４）様々な同行支援が必要であり、婦人相談員は総合的な支援を担っている。 

・医療機関への受診 

・警察（行方不明者届不受理の申出・被害届） 

・市区の所管課（離婚届不受理の申出、支援措置の申出、健康保険関係の請求手

続き、戸籍謄本・住民票等の必要書類の申出等） 

・法テラスへの同行支援（保護命令・離婚・法律扶助等） 

・各緊急保護施設における入所者の同行支援や出張面接 

・婦人保護施設、母子生活支援施設、民間シェルターへの入所同行 

・自立支援（医療機関・警察・法テラス等への同行支援、居宅アパートへの訪問

面接等） 

なお、一時保護期間中の同行支援は、人員体制上の問題で難しい場合もある。 

あらかじめ、婦人相談所と現状に対する意見交換を行い、同行支援について取

り決めを行っておく必要がある。その上で状況や個別ケースに応じて婦人相談所

と連携を図りながら同行支援を行っていく必要がある（詳しくは 107頁参照）。 

５）同伴児等への支援 

・保育所・幼稚園・学校・教育委員会等への通学に対する説明や連絡調整、必要

があれば相談に同行する。 

・子育て支援担当部署や児童相談所と連絡を取り、必要があれば相談に同行する。 

なお、一時保護中に観察・把握された子どもの状態に関する情報が一時保護後

の子ども・母親へのケアや支援につながり、母子関係の調整につながるよう、

母親にフィードバックしたり、婦人相談員が情報を共有し、今後の母子関係へ

の支援につなげていく必要がある。 
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特に一時保護退所後、ＤＶ環境から離脱後の環境において子どもに対する虐待

のリスクの高さが懸念される場合、婦人相談員は担当からの情報を共有し、児

童相談所や市区の子育て支援担当部署等の関係機関と連携し、アセスメントと

対応方針の検討を行い、子どものケアと支援を引き継いでいくことが大切であ

る。 

６）今後の生活に向けた自己決定への支援 

「相談⇒一時保護⇒自立支援」が「切れ目のない」ものになるためには、一時

保護中に面接や観察等から得られた情報から示唆される本人や子どもの状態を

ふまえ、婦人相談員は今後の生活課題や支援ニーズ、留意点等について関係機関

と共有し、地域の支援機関に引き継ぐことが必要である。 

・婦人相談員は面接相談を行い、今後の生活に関する本人のニーズを把握する。 

・本人が一時保護施設を出た後どのように生活再建を行っていくか、どのような

支援が適切か等について、本人の意向を踏まえた検討を、婦人相談員、一時保

護所の担当、生活保護のケースワーカー、関係機関の担当者間で検討する必要

がある。 

・今後の居所や生活について、本人が自己決定できるよう、本人に対して可能な

選択肢に関する情報提供を行う。また、社会資源が少なく選択肢が限定されて

いることについて説明を丁寧に行った上で、本人の意思を確認する。 

〔情報提供〕 

・婦人保護施設の利用について、情報提供し調整する。 

・母子生活支援施設の利用について、情報提供し調整する 

・民間シェルター等その他の施設について、情報提供し調整する 

・生活保護制度による施設利用について、情報提供し調整する 

・宿泊所・宿所提供施設がある地域では、その利用について情報提供し調整する 

〔心理ケアと支援〕 

一時保護入所中に必要に応じて行った、医学的・心理的なアセスメントや心理

面接・精神科判定の情報提供を受け、今後出現する可能性のある症状や今後の見

通しについて意見交換し、退所後の本人や子どもの心身の回復に向けて役立てる

とともに、必要に応じて医療機関につなげ、継続した支援を行う。 

〔法的解決にむけての支援〕 

保護命令制度の内容や手続き方法を本人が理解し、必要に応じて活用できるよ

うにわかりやすく情報提供や説明を行う。 

各地の婦人相談所によっては、裁判所や警察との協議のもとに、保護命令の申

立等、本人の必要に応じて具体的な支援（手続き・同行支援）を行っている。 
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７）一時保護期間が長期にわたり退所先が決まらない場合は、福祉事務所内で方針

を再検討し、退所先を決定するよう努める。 

（６）自立支援 

現代社会においても、性を根拠とした差別や不平等は、人間として、女性として

の尊厳を奪い、人権の侵害や経済格差における貧困など、女性が生活する上でより

困難な厳しい状況をもたらしている。具体的には、女性に対する暴力とその影響（Ｄ

Ｖ・性暴力・性虐待・ハラスメント・売買春）、女性の貧困化（非正規雇用の増加・

若年女性・高齢女性）、ひとり親家庭の自立の困難と子どもへの貧困の連鎖、在住

外国人とその子どもの生活困難、障がいのある女性の生活困難、居住のない女性、

十代の女性、妊娠・出産における諸困難、セクシュアル・マイノリティの場合の生

活困難など、その諸相は多様である。 

また、生活困難層の増加や多様化と同時に、生育過程での生活困難の影響や教育

機会の不十分さなど、様々な社会的不利が累積され、「生活困難な状況は、ある一

時点で降って湧くように生じるものではなく、その個人のライフコースの様々な場

面で生じる困難が連鎖し、複合化して影響力を増し、固定化する状況」にある（平

成 21 年 男女共同参画会議「新たな経済社会の潮流の中で困難を抱える男女に関

する監視・影響調査報告書」）。 

こうした多様で複合的な困難を抱える相談者の自立に向けての支援は、自立を困

難にしている諸要因を理解し、問題解決にむけて包括的に対応していく必要がある。

包括的な支援を実現していくためには、各自治体・地域にはどのような社会資源が

存在しているのかを適切に把握して、婦人保護事業の分野のみならず、福祉、住宅、

雇用、教育、保育、医療、心理、保健、法的分野等の関係機関や支援者と、連携・

協働していく支援の形を創造していくことが重要である。 

①自立と自己決定権の尊重 

社会福祉をはじめとするこれまでの「自立支援」の動きは、財政抑制・効率優先

の施策の流れの中で、社会福祉の制度利用から自立するための「就労の促進」や「自

己責任原則」がともすれば強調される傾向にあった。 

しかし、社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告

書」（平成 25年１月）や「生活困窮者自立支援法」（平成 25年 12 月成立）では、

経済的自立に特化させた支援ではなく、自立の多様性を視野に入ている。すなわち

自立の概念には、心身の健康や日常生活をよりよく保持する「日常生活自立」、社

会的なつながりを回復・維持する「社会生活自立」、経済状況をよりよく安定する

「経済的自立」がある。ここで「自立」という概念を構成する最も重要な要素は、

本人の自己決定、自己選択である。すなわち、制度やサービス、支援を利用する必

要がなくなるということだけでなく、各制度やサービスを理解し、活用しながら自
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立するということも大切なことである。そこで、本人の主体性を確保し、本人の内

に秘めた力を引き出し、本人が自分の意思で自立にむけて行動しようとすることを、

どのように支援するかという視点を持つことが重要である。本人の内面から湧き起

こる意欲や人生への希望、自己実現にむけた想いが主役となり、婦人相談員がこれ

に寄り添いその想いを引き出し支えてこそ、効果的な支援を進めることができるの

である。本人の意向と異なる支援を婦人相談員がむやみに行うのでは、逆効果にな

りかねない。 

生育過程から社会的不利が累積し、相談者の多くが自信や肯定感、自尊感情を失

い、傷つきやすくなっている。そのため、相談者が心身を癒し、人権を回復し、自

立していくのは容易なことではない。相談者が自分で試行錯誤していくプロセスを

重視し、相談者の迷いや不安、戸惑いを受けとめながら、相談者自身の中に問題解

決に向けての力があることをともに確認し、温かく見守っていくことも婦人相談員

の役割である。 

また、相談者の自立を困難にしている諸要因は、その人ごとに異なっており、か

つ、複合的である。本人が抱えている課題や状況に応じて一人ひとりの自立の形や

自立にむけてのプロセスは多様であることを十分に理解し、支援を組み立てていく

必要がある。万が一、支援の名の下に相談者の尊厳と人権が侵されることがあって

はならない。また、女性支援の専門的な見識・判断は重要だが、相談者との間で一

個人として、人間として、また女性として対等な関係性を保つことも重要である。 

②アセスメント・目標の設定・支援のタイミング 

自立支援には、タイミングが必要である。本人が自尊感情や自己有用感を失って

いたり、心身が回復しておらず、自立に向けた意欲が芽生えてこない状況であると

き、婦人相談員がどのように熱心に関わっても受け入れられないことが多い。 

１）自立に向けての支援の内容やタイミングをみるにあたって、その前提となるの

は本人に対するアセスメントである。 

 

【アセスメントの領域】 

・心身の健康状態（外傷、PTSD、抑うつ症状、不安障害、慢性疾患の有無、入院・通院状

況 

・生活状況（住まいの状態、生活リズム、家事） 

・子どもの状況（就園、就学、いじめ、引きこもり、反抗、発達障がい、赤ちゃん返り、

夜泣き、アトピーなど） 

・安全の確認（夫の追跡など） 

・法的解決とストレス状態（保護命令、離婚、親権、面会交流、刑事告訴など） 

・家族の問題、家族関係 

・成育歴、生活歴（成長過程で困難に感じたこと、友人や仲間との関係の継続） 

・本人の力、他の支援者の有無（課題に対する理解、向き合おうとする気力、解決しよう

とする意思、本人の理解者や支援者の有無） 

・その他 

参考文献：「生活困窮者自立支援法 自立相談支援事業 従事者養成研修テキスト」（自立相
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談支援事業研修テキスト編集委員会 2014年）より「アセスメントの領域と視点」の一部

を参考に作成。 

 

アセスメントは、婦人相談員が一方的に行うものではなく、相談者本人が主体的

に参加し、本人と共有しながら進めていくものである。アセスメントの過程では、

本人のマイナス面だけではなく、本人の得意分野や強み（ストレングス）に着目し、

本人が持っている能力や長所のほか、助けとなる社会資源・環境に本人が気づき、

「これなら自分でもできる」と感じる中で、自己有用感や自立にむけたモチベーシ

ョンを高めていくことが可能になる。 

２）目標を設定し、支援計画を立てる。 

婦人相談員は、まず面接において把握した本人のニーズとアセスメントから得ら

れた結果に基づき、本人の目標やその実現にむけて本人が取り組むことや、支援内

容を支援計画としてまとめていくことが必要である。これは、本人の主体性を基礎

に、本人と婦人相談員とで協働で作成するものである。 

アセスメント同様、プランを作成する中で、本人も自分の状況や課題を整理し、

解決に向けた取り組みについて理解を深めていくことができる。即ち、支援計画の

作成も本人に対するエンパワーメントの過程そのものであることから、自立にむけ

た本人の動機づけがなされるよう支援することが重要である。 

また、目標の設定は極めて重要であり、時間をかけて話し合い、本人の主体性を

尊重しながら適切な目標を設定する。例えば、 

・問題を解決する力を取り戻し、「新しい自分」を生み出す取り組み 

・安全の確保 

・日常生活の自立 

・暴力被害の影響からの心身の回復に向けての取り組み 

・法的解決に向けての取り組み（保護命令、離婚、親権、面会交流、刑事告訴など） 

・社会生活の自立（健康的な人間関係のつながりを取り戻す） 

・経済的自立（就労先を探すなど） 

等がある。 

本人のニーズや状況は、段階的に変化するので、状況に応じてまずはできること

からひとつずつステップを踏んだ取り組みが必要である。 

また、本人が目標をうまく設定できない段階や、イメージを抱けない場合など、

本人の思いや課題への意識を丁寧に引き出し支えていかなければならない。 

また、支援計画は、ひとりの婦人相談員のみで検討するのではなく、上司や関係

者（生活保護、婦人相談所、母子生活支援施設、児童相談所、医療機関、弁護士な

どの担当者）から助言や情報提供を受け、協議して支援計画を立てる。可能であれ

ば、所内のケース検討会議や関係機関（者）支援ネットワーク会議で、アセスメン

ト情報を共有しながら「短期目標」「中期目標」「長期目標」を整理し、支援計画を

策定していくことが求められる。 

また、相談者には支援計画は変更可能であることを伝え、柔軟な支援計画を相談
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者とともに作るという姿勢が大切である。 

暴力被害女性については、とりわけ女性と子ども及びその家族の安全確保を基本

に据え、自立に向けた支援計画が策定される必要がある。 

３）知的障がい・精神障がい・高齢ＤＶ被害女性・在住外国人女性への支援 

相談者の中には、知的障がいや精神障がい、高齢女性等何らかの社会生活上のハ

ンディキャップを抱えた女性も多い。このような相談者への支援については、ノー

マライゼーションの理念に基づき、心身障がい関係の施策や高齢者福祉の施策とも

連携しながら、個々の実情やニーズに応じた支援が望まれる。 

また、外国籍の女性からの相談も少なくない。外国籍女性の場合は、言語や文化

の違いに考慮し、ビザ等の取り扱いについては大使館や入国管理局等の関係機関と

緊密に連携を取りながら、支援を進めていく必要がある。できるだけ早い段階で通

訳をつけるなど、外国籍女性が施策について十分に理解できるよう、配慮する必要

がある。日常会話がよくできる人でも理解されていないことが多いためである。 

誰でも、自分が必要なときに十分な支援を受ける権利があることに留意し、他法

優先・他法活用という名目でのたらい回しや放置にならないよう留意したい。 

③自立支援（生活再建）にむけた支援の実施 

相談者は、様々な複合的課題を有しているので、それに対応した包括的な支援を

展開していく必要がある。そのためには、婦人相談員はひとりですべてを抱え込ん

だり、他機関に「丸投げ」したりするのではなく、自分の所属機関や婦人相談員個

人の職務として、“できることできないこと”を自覚し、把握しておく必要がある。

その上で、各自治体や地域の社会資源を把握し、相談者にとって必要な支援を地域

の関係機関や支援者に働きかけ、調整機能を果たすことが重要となる。 

生活を再建していくためには、安心安全な住居の確保、安定した経済基盤、法的

解決にむけての取り組み（離婚、親権、保護命令の申立など）、加害者の追跡への

対策、暴力被害の影響からの心身の回復、子どものケアとハイリスクな子育てへの

支援、思春期の子どもに固有な支援、各種手続き（児童扶養手当、転園・転校手続

き、検診・予防接種、住民基本台帳事務における支援措置の申出など）、就労の準

備など、取り組むべき課題が山積している。このような諸課題が相談者に連続して

降りかかっている現状を認識し、支援課題を整理することが大切である。 

支援過程において、婦人相談員に求められる役割としては、次の諸点があげられ

る。 

■本人が（施設退所後も）必要な支援を適切に受けることができるように、各自治

体や地域で利用できる自立支援情報の提供・助言（生活保護制度に関する情報、

母子生活支援施設に関する情報など） 

■必要に応じて、他機関・他部署への同行や手続き申請の支援（警察、日本司法支

援センター、学校、教育委員会、保育課、住民課、年金課など） 

■本人が自分で行うべき行動の支援（住宅探し、住宅入居の手続きなど） 
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■精神的支援 

■本人の力を引き出して動機づけを行い、暴力被害の影響を理解し、自尊感情の回

復や権利の回復をめざす心理的支援。これは、「新しい自分と人生を生み出すプ

ロセス」への支援である。 

・サポートグループ、医療機関、心理カウンセリング機関を紹介し、必要に応じて

同行支援 

■様々な関係機関、支援者への連絡調整機能 

■母子関係への支援（「第Ⅲ部－１ ９．母子家庭」参照） 

支援をするうえでの課題として、ＤＶ被害女性が新しい地域での生活を再建する

場合や、出産後に母子家庭となった場合、若年女性（性虐待被害者など）や居所の

ない女性の場合などに、支援が継続されず、女性が制度の狭間に陥り、孤立を強い

られることが少なくないことがあげられる。また、生活再建にむけた経済的、法的、

精神的支援がなく、困難に陥っている女性も少なくない。 

相談者に連続して降りかかっている困難や生活再建のニーズに対応するには、婦

人相談所・市区の婦人相談員が要となり、各県・市区の間に橋を架け、継続した切

れ目のない柔軟な支援システムをつくることが肝心であり、そのためにも、婦人相

談員の適切な人員配置が必要である。 

また、本人を中心に置いて、個々人の状況に応じた支援を提供するためには、当

事者同士の交流の場やサポートグループ、安心して過ごせる居場所づくりなど、行

政のみならず、ＮＰＯや民間の女性支援グループ、さらには近隣住民やボランティ

アなど、インフォーマルな支援も含め、それぞれの自治体や地域の実情に合った、

柔軟で多様な支援や取り組みを創造していくことが求められている（具体的な自立

支援に関しては、「第Ⅲ部－２ 各種相談に共通する事項」参照）。 
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３．安全管理 

婦人相談員の業務において、相談者の安全の確保は第一の優先課題である。特にＤ

Ｖ被害者・ストーカー被害者・性暴力被害等の相談者については、命の危険もあるこ

とから、婦人相談員一人の判断で支援を行うのではなく、ケースカンファレンス等を

通して問題の共有を図り、組織的な対応をすることが必要である。 

安全の確保のためには、次のことが必要である。 

（１）守秘義務の順守 

婦人相談員には、相談で知り得たことは外部に漏らさないという守秘義務があり、

個人情報の扱いについては細心の注意を払う必要がある。また、関係機関に情報提

供をする場合には、その旨を相談者本人に同意を得ておくことが原則である。しか

し、支援にあたり必要な情報は関係者で共有することが肝心であることから、適宜

判断する。 

（２）危険度の把握 

どの程度の危険があるのか、暴力の状況、追跡の可能性、加害者の危険性の把握

を、チェックリスト等を使って判断する。 

 

〔危険度のチェック〕 

■相談者はどのような危害を経験しているか 

☐暴力を受けて大ケガをしたことがある 

☐包丁等の刃物を使って脅かされたことがある、また、刃物等を「使う」と脅

かされたことがある。 

☐首を絞められたことがある 

☐殴られた、蹴られたことがある 

☐熱湯をかけるなどしてやけどをさせられたことがある 

☐子どもや他の家族、ペットにも暴力をふるわれたことがある 

■今後どのような危害を受ける可能性があるか 

☐しつこく追いかけてくる 

☐被害者を脅かす（被害者・子ども・その他の家族を殺すと脅す・自殺すると

脅す・婦人相談員に危害を加える等の脅し） 

☐子どもの連れ去り 

■加害者はどのような傾向にあるか 

☐偏執的な面がある、嫉妬心や独占欲が非常に強い 

☐アルコールや覚せい剤の依存がある 
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☐被害者を自分の所有物と思っている 

☐以前の恋人や妻にも暴力をふるっていた 

☐暴力の回数が増えてきている 

☐暴行や、傷害の前科がある 

☐自分が悪いとは決して思っていない 

☐ストーカー行為をする 

■暴力的反応が予測される状況か 

☐他の機関（警察・裁判所）の関与が加害者に知られている 

☐別れ話が出ている 

参考資料：「よりよい援助のために（Ⅱ）ＤＶ被害者支援プログラム」全国婦人相談員連絡

協議会発行をもとに作成 

（３）安全プランの策定 

■安心安全な場所の確保 

・婦人相談所一時保護所（一時保護委託・婦人保護施設他）の利用 

・民間シェルターの利用 

・医療機関への避難入院 

■相談していることを相手に知られないようにする 

■警察との連携 

■地方裁判所の保護命令の発令 

■弁護士・法テラスへの相談 

■住民基本台帳事務における支援措置としての制度があるが、住民票は動かさない

ことが一番安全である。八士（弁護士・司法書士・行政書士・社会労務士・土地

家屋調査士・弁理士・海事代理士・税理士）、債権者からの請求があれば閲覧が

できることを情報として伝える。（「第Ⅲ部－１ １．ＤＶ被害・ストーカー被害

者」参照） 

■同伴する子どもがいる場合、教育委員会を通して住民票の異動なしでの転校 

■通称名の使用 

■もとの自宅に戻る場合の安全対策 

・継続した相談対応 

・再度の緊急保護 

・警察との連携 

・相談者と安全対策について話し合い 
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■心と体の健康の回復のために、相談者にセルフケアをすすめる 

・充分な睡眠をとる 

・一人でくつろげる時間を作る 

好きな音楽を聴く、お茶を飲む、本を読む、ゆっくりお風呂に入る、散歩をす

る等のリラクゼーション 

（４）婦人相談員の安全対策 

相談業務においては、相談者だけではなく、婦人相談員自身の安全確保も必要で

ある。加害者からの追跡が相談機関にまで及び、逆恨みをされたり、自殺をすると

脅かされたり、暴力をふるわれる場合等があるからである。安心して業務を行うに

は、婦人相談員の個人情報が守られるよう、婦人相談員だけではなく、組織として

対応していくことが必要である。 

・外部からの電話には個人名を名乗らない、加害者と対面する場面があるときは名

札をつけない等の対策を考える。 

・婦人相談員自身が身の危険を感じる時は、職場の上司と協議し、警察に対応策を

相談して安心して仕事ができるようにする。 

・加害者が来所した時の対応方法を、組織全体でシミュレーションする。 

（５）バーンアウト・二次受傷の防止 

婦人相談員のなかには、過酷な経験をした相談者の話を日々聴き、これに応えよ

うと過度に努力して自分自身をすり減らしてしまうことで、バーンアウト（燃え尽

きる）につながってしまうことがある。また、ＤＶやレイプ、性暴力被害等、相談

者の被害体験を聴くことで、婦人相談員自身に精神的・感情的な影響が出る場合が

ある。鬱や不安感、落ち込み、物事への興味をなくすなどの症状で、二次受傷（二

次トラウマ・代償性トラウマ）と呼ばれるものである。 

これらの状況を避けるためには、婦人相談員自身が自分の身体状況に気を配るこ

とが大切であり、早い段階でバーンアウトや、二次トラウマを自覚・認識すること

が望ましい。また、職場でも常に話ができる環境を作ることで、周囲からも婦人相

談員の状況が理解され、早い段階での気づきができる。 

具体的な対策としては、以下の点があげられる。 

■定期的にスーパービジョンを受けることが望ましい。それが難しい場合は、信頼

できる婦人相談員に話をする機会を持つ等の方法をとる。 

■一人で抱え込まないで、組織全体で対応する。 

■趣味等の楽しい時間を持ち、セルフケアを忘れず実行する。 

■自身のメンタルヘルスに努め、感情と心身の状態をチェックする習慣を持つ。 

  



- 39 - 

４．記録と管理 

相談・支援において、記録は被害者支援のための重要な業務のひとつである。記録

は単なる婦人相談員のメモではなく、公文書であることを念頭におくことが肝心であ

る。また、記録はいつでも開示され得るという前提で書くように心がける。 

（１）記録の目的及び必要性 

記録は、面接とともにケースワークに必要不可欠なものである。記録の目的は、

相談者によりよい支援を提供することにあるが、同時に、責任ある相談・支援の証

拠ともなり、説明責任を果たすという目的もある。 

記録や引継ぎの不備は、相談者に繰り返し同じ質問をしてしまうことにもなり、

それが相談者に不信感や不安感を与えかねないことから、継続した一貫性のある支

援をするためにも記録は重要である。 

また、記録は課題の分析や今後の支援方針にも役立つ。記録を読み返し、内容を

分析することによって、支援方法を検討することができる。 

さらに、単に所内で活用するためだけでなく、必要に応じて関連機関との連携の

ための資料としても、重要な意味を持つ重要な公文書であるので、いつでも開示さ

れ得るという前提で書く。 

 

〔記録の目的〕 

・責任ある相談・支援の証拠、説明責任 

・相談者の状況把握と相談内容の明確化 

・組織内での情報の共有化、支援の継続性の確保 

・支援が適切であったかどうかの振り返りに活用 

（２）記録上の注意 

記録の内容は、関係者以外には秘匿すべきもので、記録や書類を貸し出したり、

所外に持ち出したりしない。また、記録については、次の点に注意する必要がある。 

■記録を取るときには、相談者の安心・安全な環境（相談場所）に配慮し、相談者

に守秘義務について十分に説明し、記録を取ることへの理解と了解を得たうえで、

相談者の誤解を招くような記録の取り方はしない。 

■守秘義務：支援の過程で、婦人相談員は、相談者の住所や電話番号等私的生活に

関わる個人情報を知る位置にある。相談内容について、秘密を守ることは言うま

でもなく、相談者の個人情報の秘匿をどのようにして確保するかについて、相談

者ともよく話しあっておかなくてはならない。 

加害者は、さまざまな手段を講じて、個人情報を入手しようとする。探偵業者等

の調査機関から情報を得て、被害者の住居を探し当てた例もある。このような事



- 40 - 

態を予測して、相談者の安全確保のための対策を所内で確認しておく必要がある。 

 

参照：地方公務員法第 34条（秘密を守る義務）・ＤＶ防止法第 23条 

（３）記録の仕方（ケース記録の作成要領） 

ケース記録の基本は、“いつ、どこで、誰と何の目的で、何を話し、その結果ど

のような対応を行ったか”を明確にすることである。 

 

【記録の原則５Ｗ１Ｈを配慮して書く】 

 いつ   どこで   だれが なにを  なぜ  どのように 

（When   Where    Who    What   Why   How） 

  ↓ 

例）昨晩、相談者は自宅で夫から殴る・蹴る等の暴力を受けたため、子どもを

連れて家を出て、友人宅で一晩かくまってもらった。その後、今朝になり、

相談者は保護を求めて警察に行き、警察経由で福祉事務所に来所となった。 

 

〔記録上の注意点〕 

・明確であること、主訴の確認ができていること 

・相談者とのやり取りを簡潔に、要領よく、終結まではっきりと記録する 

・客観的に事実を記録する。どのような状況の相談者と、どう対応したのか 

・相談者に、話してもらえる範囲内で、記録を作る場合もある 

・相談者の印象的な言葉や注意を引く言動は、逐語（忠実に一語一語たどる）で記

録する 

・相談者に対応したこと、約束したこと、所感などはそれとわかるよう記録する 

・組織としてどう判断し、その結果どう対応したのか、合意や取決め等も記録する 

・結論が出ないことは、その旨を記載し、今後の課題として記録する 

・必要に応じて、他の関係機関との協議内容、周囲の状況等も記録しておく 

・相談における家族関係が把握しやすいように、ジェノグラムを取り入れる 

・ＤＶの場合、暴力チェックリスト等を必要に応じて使う 

・相談または支援後、できるだけ早い時点で記録する 

・記録者（婦人相談員）の責任の所在を明らかにするために、記録者名を記入し、

相談内容を組織として共通理解をするために共有する。その一方で、記録者名を

記載することでリスクが生じる場合もある。氏名の開示や非開示については、個

人情報保護条例により、自治体ごとの運用にまかされている。 
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【ジェノグラム＆エコマップについて】 

・ジェノグラムは原則として３世代をさかのぼる家族員（同居、関係が深い人を含む）の

家系図を表したものです。虐待ケースの場合、家族構成が複雑なことも少なくないため、

家族関係が一目瞭然となり、問題の整理や誰に働きかけるとよいか等の支援策を検討す

るのに役立ちます。 

・エコマップは、支援を要する家族を中心として、その家族の問題や解決に関わっている

（関わる必要がある）人や機関を公的・私的を問わず記載したものです。全体の関係性

を把握し、各機関の役割を検討するうえで有効です。適宜作成し比較すると、関係機関

の関わりの変化を確認できます。 

  

＜ジェノグラムの作成方法＞ 

・同居の家族は、線で囲む。 

・子どもは左から第一子、第二子……と順に配置する。 

・中に年齢を記入する。 

＜エコマップの作成方法＞ 

・現在、対象家族が関わっているすべての関係者及び関係機関名（公的・私的）を〇の中

に記入する。 

・現在は関わりを持っていないが、将来的に連携を図っていく必要がある機関などの社会

資源も記載する。 

・関係者及び関係機関を中心の家族に結びつける。この際、関係が強い場合、ストレスの

ある関係の場合、希薄な関係の場合などで線の種類を変えて、それぞれの関係が分かる

ようにする。 

  

男性 

女性 

性別不明 

または 死亡（誕生年、没年を添え書き） 

 
相談対象者は 
二重 

＜凡例＞ 

  
結婚 

    
離婚 

    
別居 

  
同棲または恋愛関係 

  
養子または里子 

普通の関係 

希薄な関係 

強い（重要な）関係 

働きかけの方向 

ストレスのある関係 

＜ジェノグラムの作成＞ 

  

2005年離婚 
   

2011年死亡 

42 

2006年再婚 

12 ３ 

 
40 

＜エコマップの作成＞ 

家族 
ジェノグラムを記載 

Ａ（父方祖母） 

Ｂ（近隣住宅） 

市町村担当 

保健センター 

児童相談所 
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（４）記録の種類及び関係書類 

〔電話相談〕 

相談内容、判断、対応 

 

〔面接相談〕 

・フェースシートの作成とその後の経過記録 

・氏名、性別、生年月日（年齢）、住所、国籍、結婚の状況、相談経路、暴力の状

態（本人、子ども）、けがの有無、家族状況（ジェノグラム）、主訴、他の相談機

関への相談の有無等 

・どのような内容の課題（問題）を持った人が、どのような状況で、相談に来たの

か、明確にわかるもの。相談者の基礎情報 

・共通の書式を使用する（決められた様式：相談記録入力票、記入要領に従って） 

例）事務所名、担当者名、年月日「平成○年○月○日」相談記録コード表、主訴

分類表 

・書き方のルールを持つ 

（５）記録の管理 

記録の保管方法や保管期間については、婦人相談員の所属する機関や自治体が定

めているので、そのルールを確認する。また、日常的な記録の管理については、個

人情報保護の観点から、鍵のかかるところに保管する等、慎重に行う必要がある。 
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 第Ⅲ部 各種相談への対応と留意事項  

Ⅲ－１．主訴別の相談 

１．ＤＶ被害者・ストーカー被害者 

（１）相談・支援のポイント 

①「ＤＶ防止法」・「ストーカー行為等規制法」の概要 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下、ＤＶ防止法）

が対象とする暴力は「法的婚姻関係（事実婚含む）にある男女間でおこる暴力」で

あり、身体的暴力及び精神的・性的暴力を含む。 

更に、平成 25年には一部改正があり、「生活の本拠を共にする交際をする関係に

ある相手からの暴力及び当該暴力を受けた者について準用する」とされた。 

ＤＶ防止法制定の成果は、ＤＶが「犯罪となる行為」を含み、「重大な人権侵害

にあたる」ことを明文化したことである。これまで、家庭内のプライベートな問題

で民事不介入と考えられてきたＤＶが夫婦間で起こる個人的な問題ではなく、社会

的問題であるとの認識を示したのである。 

また、ＤＶ防止法は被害者支援の新しい仕組みを創出した。具体的には、被害者

支援の専門相談機関としての「配偶者暴力相談支援センター」（第３条）、「通報制

度」（第６条）、被害者が裁判所に申し立てることによって、自らの安全を確保でき

る「保護命令制度」（被害者への接近禁止命令、被害者の子または親族への接近禁

止命令、電話・メール等の禁止命令、退去命令）（第 10条）、などである。 

2000 年（平成 12 年）に制定された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」

（以下、ストーカー行為規制法）が 2013年（平成 25年）に初めて改正された（※）。

近年、ストーカー殺人事件が続発し、対応の改善を迫られたことによる。ストーカ

ー行為規制法は、つきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ、交際要求、連続して

電話をかけるなどの「つきまとい行為」を規制の対象とし、「つきまとい行為」を

反復して、相手に不安を覚えさせる行為を「ストーカー行為」として犯罪化した。

禁止されるストーカー行為とは、「特定の相手方に対し、相手の意思に反して、私

生活に踏み込んで、嫌がらせやつきまとい、脅迫などの行為を反復して行って、相

手に不安や恐怖を感じさせる行為」であるとした。ストーカー行為は、生活の安全

や平穏を根底から覆すものである。 

今回の改正によって、規制されるつきまとい行為にメールの連続発信が加わった。

また、新たに、ストーカー被害者への支援に関する規定が盛り込まれ、「婦人相談

所その他適切な施設による支援」及び民間の自主的な防止・支援活動への支援を自

治体の努力義務とした。婦人相談員は、婦人相談所と連携してストーカー行為被害

者からの相談に対応することとなった。婦人相談員は、相談者に対して、被害の状

況や不安に思っていることなどを話してもらい、ストーカーとは何か、その危険性

について説明するとともに、ストーカー行為規制法の手続きを説明する。 
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ストーカー行為規制法上、ストーカー被害については、警察が中心となって対応

する。被害者が警察に行って相談し、警告の申出を行った場合は、それに基づき、

警察は加害者に警告を行う。警告が守られない場合は、公安委員会で禁止命令を加

害者に発令する。禁止命令に違反したときは禁止命令違反罪となり、刑事罰が科さ

れる。被害者が警告を申し出なければ禁止命令は発令されない。また、被害者は警

告・禁止命令とは別個に、ストーカー行為罪で加害者を告訴することもできる。禁

止命令は、ＤＶ防止法の保護命令とはまったく異なるシステムであり、裁判所は関

与しない。原則として、警告から禁止命令の発令までのすべての手続きを警察（公

安委員会）が担うところに特徴がある。 

 

（※）その後、2016 年(平成 28 年)に改正があり、住居等の付近をみだりにうろつく行為や連

続して電子メールの送信等をする行為等が規制対象行為として拡大されたり、警告前置の

廃止や緊急時の禁止命令等、禁止命令等の制度の見直し等が行われた。（「ストーカー行為

等の規制等に関する法律の一部を改正する法律等の公布について(通達)」平成 28 年 12 月

14 日警察庁丙生企第 128 号、丙保第 23 号、警察長生活安全局長から各都道府県警察の長

宛） 

②市区の婦人相談員の役割と現状 

国の「基本方針」では、基本的視点として「配偶者からの暴力を被害者の立場に

立って理解し、防止から通報、相談への対応、一時保護、自立支援等多くの段階に

わたって多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする問題であり、各段

階についての施策の内容を検討することが必要」とある。 

具体的に市区の婦人相談員の役割は、1)相談への対応と基本的な情報の提供、2)

危険性・緊急性を判断し、安全の確保を行うこと、3)一時保護の後、被害者が地域

で生活していく際に生活保護の実施、保育所・母子生活支援施設への入所、福祉、

住宅、子育て支援、保健、外国人支援、雇用等、各種の施策を十分に活用して支援

する必要がある。このためには、日頃から利用できる既有の施策や、地域の社会資

源を把握することを心がけ、被害者の状況に応じて活用するための方策や、関係機

関との連携を深めていく必要がある。 

市区においては、1)、2)、3)の支援に適切に対応できる婦人相談員の人員配置が

必要である。しかし現状は、相談対応、一時保護等にむけての同行支援等の対応に

追われ、自立までの支援がなされていない市区もある。市区の婦人相談員の義務設

置の検討とあわせて、自立支援にむけた支援体制の整備が求められる。 

③ＤＶ・ストーカー被害の特徴を理解し、安全を確保することを最優先する 

〔特徴〕 

・身体的、性的、心理的攻撃や経済的暴力を含み、一方から他方に対して支配し

コントロール（思い通りにする）する目的を持って行われていること 
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・共通にあるのは、女性に恐怖心を抱かせ優位に立ち、自由を奪う人権侵害であ

り、犯罪となる行為を含むこと 

・暴力は密室の中で繰り返されエスカレートする傾向にあり、外からは発見され

にくいため、深刻化し被害者の生命が危険に陥る場合がある。 

・暴力の影響は、被害者本人だけではなく、子ども、親族、友人、職場なども巻

き込むため、関係機関・支援者が主体的かつ協力・協働し合って、諦めず、投

げ出さず、燃え尽きず、根気強く取り組む必要がある。 

 

〔安全の確保〕 

被害者の安全を確保するためには、 

・秘密が守られる環境の中で、訴えが十分に受け入れられることである。秘密が

守られないところでは、安心して相談することはできない（守秘義務）。 

・婦人相談員にとって、被害者と子どもの安全－身体的・心理的・性的・経済的

－を確保する支援は、最優先事項である。被害女性や子どもが、現在どのよう

な危険を経験し、今後どのような危害を受ける可能性があるかを査定・予測し、

安全確保を進めていかなくてはならない（「第Ⅱ部 ３．安全管理」参照）。 

・加害者対策：加害者はどのような傾向があるのかをチェックリスト等を使って

査定し、警察や弁護士等と連携し法的対応を含め対策を検討する（保護命令申

立、刑法の暴行罪、傷害罪、脅迫罪など、ストーカー行為規制法）。加害者が

窓口に来所する場合もあるので、婦人相談員は一人の判断で行うのではなく、

日頃から組織で問題を共有し、組織的に対応することが求められる（「配偶者

暴力加害者対応マニュアル」（内閣府男女共同参画局 平成 26年３月参照）。 

・ストーカー行為もＤＶと同様に、暴力や嫌がらせ、つきまといなどによる相手

の支配とコントロールがその本質であり、ストーカー行為は典型的なＤＶでも

ある。ストーカー行為では、より強い支配が行われ、危険度が高い場合が多い。

また、加害者は周囲の関与を排除する傾向が強く、被害者はいっそう孤立する。

特に、若年層の場合に顕著だが、被害者には個人的な問題だという認識が強く、

ギリギリにならないと周囲に打ち明けず、相談しない傾向がある。また、加害

者からの報復をおそれて、警察への相談を躊躇することが多い。危険度につい

ての、警察と被害者との認識のギャップも大きく、ストーカー行為の危険性に

ついて相談者に十分説明して、理解してもらう必要がある。 

④被害者支援の原則 

従来、行政は客観的中立の立場に立ち、相談・支援することを良しとしてきた。

ＤＶ被害者が被害を訴えても、「夫の話も聞いてみないと本当のところはわからな

い」、また「暴力を振るわれるのは女性にも問題があるのではないか」と、被害者

を非難したりする傾向は、現在も根強くある。社会において、ＤＶ・ストーカー被

害、性的被害などの女性に対する暴力が他の暴力と異なるのは、暴力の責任を被害

者に負わせることにある。実際の全ての暴力の責任は、加害者にあることを明確に
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認識することが必要である。婦人相談員は被害者の側に立ち、本人の言動について

評価したり牽制することなく、ありのままをまるごと受けとめることが求められる。

「パートナーの暴力はあなたのせいではない」ことをしっかり伝え、本人を受けと

めることが信頼関係を築く基礎となり、そこから本人自身が問題解決にむけた歩み

を踏み出すことができる。 

 

（２）相談・支援内容 

①相談の受付 

１）被害を認識することの困難さを理解する 

相談者は暴力被害を受けていても、加害者が暴力を正当化することにより被害者

の側に問題があるように受け取ったり、軽視や否認、恥ずかしさを感じていたりで、

被害を被害として認識することの困難さがある。 

相談者が、被害の現実や自分が抱える困難さに目をむけることができるようにな

るためには、まず婦人相談員が信頼関係を築く努力をすることである。相談者が婦

人相談員との関係のなかに、自分の「居場所」（この婦人相談員といるとほっとす

る、ここなら自分の気持ちや生活のことを話すことができる）を得ることができる

ことが肝心である。夫に非難され殴られている自分や、混乱してどうしていいかわ

からない自分、社会的に避難される自分など、どのような自分であっても相談者と

の繋がりの中で「一人の人間として揺るがず尊重される」という経験が持てるとき、

自分の困難な現実や被害経験に向き合う現実的な意識が開かれ、取り組む勇気を得

ることができる。 

２）自己決定の基盤となる安心を提供する 

本人が決めるプロセスを支えるためには、まず安心と安全が確保され、自己決定

できる環境や状況を整えることである。相談者は加害者から、自己決定権・選択権

を日常的に奪われているので、自分で選び決めるという作業は容易ではない。迷い

や逡巡が付きまとうのは当然のことである。本人が決めるプロセスを婦人相談員が

支える際、その迷いや逡巡などの心の「揺れ」に付きあうことも大切である。また、

本人の決定や気持ちが変化することもよくあることである。その場合、相反する感

情や葛藤、迷いの内容を婦人相談員が受けとめることが大切である。自己決定過程

において「婦人相談員に支えられている」という実感をもつことができ、大きな力

となる。 

また、決定したことが結果的にうまくいかなかった場合も、相談者が婦人相談員

に見放されたと感じることなく、やり直しがきくというメッセージを伝えることも

大切なことである。相談者が自分の問題に対して、新たな「気づき」を得ながら、

自分で決定できるよう支えていくことが主眼である。 

３）暴力の本質は「支配とコントロール」という関係の構造にあることを伝える 

初期の段階では、相談者は暴力を振るわれる原因を突き止めようとし、暴力を振
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るわれないよう対処することで精一杯になってしまう場合がある。どのように対処

しても暴力から逃れる方法がないという状態におかれると、どうしていいかわから

なくなる場合がある。このような場合には「暴力の責任は加害者にあること」「暴

力の手段は支配とコントロール（力関係に差があり、相手を自分の思い通りにしよ

うとして、手段として暴力を使うという支配の構造にあること）」にあることを伝

える。 

相談者は「なんか変だと思っていたがそういうことだったんだ。私の直感は間違

ってなかった」と、関係の現実を認識し、力を取り戻していく契機となる場合があ

る。 

暴力被害者の声として、最初に最も必要なのは、1)適切な情報、2)話を理解して

くれる人と出会うこと、3)生きていく方法があること、4)被害が自分一人じゃない

ことを知ること、である。 

②支援内容 

ＤＶ被害・ストーカー被害を受けた女性からの相談については、ａ．「家を出る」

と決めていない場合、ｂ．緊急保護を求めている場合、ｃ．避難後、離婚等生活上

の困難を抱えている場合、に大別される。それぞれの実情やニーズによって、支援

課題や対応も異なってくる。「業務内容」と重複するのでここでは留意点を述べる。 

１）「家を出る」と決めていない場合 

「家を出る」と決めることは、周囲が考えているほど容易ではない。何より、こ

れまで築きあげてきた生活環境、仕事、人間関係、子育ての環境、老親の介護等を

手放すことへのためらいや、「子どもを一人で育てていけるのだろうか」「離婚は子

どもから父親を取り上げることになるのではないか」「仕事は見つかるだろうか」

等の、将来の生活や仕事、子育てへの不安を抱えている。また、夫やパートナーか

ら「逃げても無駄だ、どこまでも追いかけていく」「離婚するならお前だけ出てい

け！子どもは渡さない」などと脅されている場合もある。あるいは、法的知識の不

足から「勝手に家を出たら、離婚に不利になる」などと思い込んでいる場合もある。

さらに、親族から「子どもがいるのだから我慢しなさい」と諭され、「自分が我慢

すれば納まる」と被害に耐える場合もある。 

このような場合は、相談者の気持ちに添いながら、適切な情報を提供する必要が

ある。①離婚手続きなどについては基礎的な情報を提供し、必要に応じて弁護士等

の法的専門機関を紹介する。②生活や経済の不安に関しては、生活保護法や社会保

障制度の情報提供をする。③暴力の恐怖や、夫やパートナー、知人からの付きまと

いを恐れている場合は、保護命令制度やストーカー規制法等の活用について説明し、

安全生活が可能であることを理解してもらえるよう努める。 

 

〔安全計画を立てる〕 

この段階での支援で大切なことは、女性と子どもがいかに安全に生活することが
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できるか、一緒に安全計画を立て支援し見守ることである。計画の最初のステップ

は、即必要な対策、すなわち「今晩夫が仕事から帰ったらどう対応するか、夫の兆

候を観察し、次に殴られそうになったらどう身を守るか」などから、対応を考え支

援する。 

 

〔一触即発状態のとき〕 

本人に情報提供しておく内容を例として下記に挙げる。 

■口論になるのが避けられないようだったら、玄関に近いところ、または玄関に

近い部屋に移動する。風呂場や台所など、武器になりそうなもののある場所に

は行かないようにする。風呂場では、水、ヘアドライヤー、ヘアカーラー、床

のタイル、取り付けの磁器製品などが武器となることがある。また、風呂場に

は通常ドアは一つしかなく、素早く出られるようにはできていない。台所には

勝手口がついている場合もあるが、水（水に頭を突っ込まれる）、火（やけど

をさせられる）、それに包丁、ナイフ、フォークなど、人を傷つけるのに使え

る道具がたくさんある。 

■一番早く、かつ安全に家を出るルートを見つけておくなど、安全に出て行く練

習をしておく。 

■持ち出す荷物をバッグに詰め、友人宅など加害者に見つからない場所に預けて

おく。荷物ができていると、大切なものを探したりしているあいだに、加害者

に説得されたり、気が変わってしまうことが少なくない。準備ができていると、

ゆったりした気持ちになれる。 

 

【家を出る準備、持ち出すもののリスト（例）】 
 
当面の生活に必要な現金、クレジットカード、パスポート、保険証書、預金通帳と印鑑

（できれば自分名義）、身分証明書、服用中の薬、相談機関・シェルター・親しい人の電

話番号・住所録、運転免許証、鍵（家、車、職場など）、母子手帳、年金手帳、健康保険

証、替えの衣類、子どものランドセル、教科書、子どものお気に入りのおもちゃ、住民票、

戸籍謄本（発行後３か月以内であれば有効）、大切な写真や持ち物など、その他本人が必

要としているもの 
 

 

■近所に協力者がいる場合は、騒動が起こった時に警察へ通報してくれるよう頼

んでおく。 

■自分の直感や判断力を賢明に使う。状況が本当に危険になったら、加害者の言

うとおりにして落ち着かせるようにして、家を出るのは別の機会にする。相談

者には自分と子どもを守るために、危険が去るまであらゆることを試みる権利

があることを伝える。 

・加害者の危険度をチェックリスト等を使って査定すること（「第Ⅱ部 ３．安

全管理」参照） 

・多くの相談者は加害者との生活の中でサバイバルする知恵と対処策を持ってお
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り、それらを計画に生かしながら、客観的に見たリスクの度合いも現実的に考

慮し、実行可能なより安全な計画を話し合っておくことも必要である。 

 

〔危険度のアセスメント〕 

■暴力の頻度があがっているとき 

■暴力の種類・程度が悪化しているとき 

■身体的暴力、性的暴力、ストーカー行為が重複している場合は危険度が高い 

■武器の使用、逮捕歴がある場合も危険である 

■大きな爆発となるような暴力はないが、ジワジワと精神的暴力が続くときなど

の場合等、危機に対応できる支援が求められる。 

警察への通報、保護命令制度の利用、緊急入所が可能な婦人相談所、母子生活

支援施設（一時保護委託）、民間シェルター等の緊急保護施設の利用方法など

適切な情報提供が欠かせない。 

 

なお、以上のような多くの情報を得て今後どのようにしていくかを決めるのは

被害者自身である。即時の決断を迫らず、「今ここで急いで決めなくていいので、

少し考えてみませんか」などと伝え、引き続き相談を継続し、相談者本人が決め

ていく過程を大切にしたい。 

２）緊急一時保護を求める場合 

緊急の場合は、被害女性の現在地での援助が基本である。夜間・休日等は警察に

通報し、警察から避難施設に保護を求めることができる。このことは相談者にも情

報提供しておく。 

■住居支援：利用可能な緊急保護施設や中間施設の説明をし、相談者の意思確認

をして施設まで同行支援する。 

■経済支援：手持ち金が少ない場合は、生活保護制度の説明と申請支援。 

■安全確保のため、住民票は異動せず各施策を活用できるように、相談者（児）

の立場に立ち各担当部署と交渉して権利を擁護する。 

■加害者からの追跡を阻止するために、保護命令の申立や刑法での暴行傷害や殺

人未遂での告訴も、警察や配偶者暴力相談支援センターと連携し検討する。 

■施設の紹介に関して、各施設の条件・特色・利点と限界を理解して活用するこ

とが必要である。 

■ストーカー行為の被害者の場合、警察から十分な説明を受けないまま、緊急一

時保護される場合がある。その場合、学校に通学できない、職場へ通えない、

携帯が使えないことがわかると、すぐに退所するストーカー被害者が多いよう

である。ＤＶ被害者の場合、ＤＶから逃れるために家を出ること、安全確保の

ために一時保護所からの通勤や通学ができないことがＤＶの一時保護の原則

であるが、ストーカー行為の被害者が望むのは通学や通勤を継続しながら、安

全を守ってほしいということかもしれない。一部自治体では、洗濯機や冷蔵庫
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を備えた公営住宅を用意したり、ホテル代を負担するなどの試みを行っている

が、婦人相談所は、自治体や警察と連携・協力して、通勤・通学を継続できる

安全な避難場所の確保を検討する必要がある。なお、平成 27 年度から、警察

庁はホテル代を予算化している。また、ストーカー行為被害者への生活再建支

援や精神的ダメージのケアについても検討されなければならない。 

 

〔法的解決にむけての支援〕 

ＤＶ被害者が夫との別居を選択し、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し

立てる場合や、離婚を決断し法的解決（子どもの親権、養育費、面接交流権など）

を求める場合、「保護命令」の申立てを裁判所に行う場合、日本司法支援センター

や法的手続きなど含めて必要な情報を提供することは不可欠である。 

 

【保護命令申立にかかる相談・支援】 

保護命令制度について、その内容や手続き方法等を本人が理解し、必要に応じて活用で

きるように、わかりやすく情報提供、説明を行うことが求められる。 

＜保護命令制度とは＞ 

被害者が配偶者からの更なる身体への暴力により、その生命または身体に重大な危害を

受けるおそれが大きい時に、被害者が地方裁判所に申立て、加害者（事実婚の者及び元配

偶者を含む、生活の本拠を共にする交際相手）に一定の行為を禁止することを命令しても

らう制度である。 

＜保護命令の種類＞ 

１ 接近禁止命令 

①被害者への接近禁止命令 

被害者へのつきまといや被害者の住居・職場等の近くを徘徊することを禁止する命令

で、期間は６か月である。 

②被害者の子への接近禁止命令（被害者への接近禁止命令が前提） 

被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の学校等の近くを徘徊することを

禁止する命令。被害者への接近禁止命令と併せて発令される。 

※子が 15歳以上の場合は子の同意がある場合に限る。 

配偶者が幼年の子どもを連れ戻そうとしているなど、被害者が子に関して配偶者と面

会せざるをえなくなることを防止するための制度である。保護命令制度の保護法益は、

「被害者の生命・身体の安全」であり、子どもへの暴力を直接的に防止する制度ではな

い。幼い子どもを連れて行かれると、被害者がそのままにしておけないので、やむを得

ず加害者と会わなければならなくなり、その際に重大な暴力を振るわれることを防止す

るためである。そこで、被害者が子どもを連れて逃げているだけでは要件に当てはまら

ない。子どもへの接近禁止命令は、親権争いにとって決定的であるため、裁判所も慎重

である。 

③被害者の親族等への接近禁止命令（被害者への接近禁止命令が前提） 

被害者の親族等とは、「被害者と社会生活において密接な関係を有する者」をいい、

被害者の身上、安全などを配慮する立場にある者をいう。婦人相談員や配偶者暴力支援

センターの職員（公務員であっても含む）、民間シェルターの支援員なども、現に被害

者に対し、継続的な保護・支援を行っている者などが、これに該当する。親族らの住所

に押しかけて、著しく粗野または乱暴な言動を行うこと、その他の事情から被害者がそ

の親族らに関して配偶者と面会しなければならなくなることを防止するためであり、単 
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に親や親族がいるから申し立てるものではないことは、子どもと同じである。なお、申

立てには親族らの同意が必要である。 

２ 退去命令 

被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合、加害者にその住居からの退去及び住居

の近くの徘徊を禁止する命令で、期間は２か月である。 

被害者はこの２か月間で安心して引越しの準備を行い、家財道具が搬出できるための

制度である。 

３ 電話等禁止命令（接近禁止命令が前提） 

①面会を要求すること。 

②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知りうる状態にお

くこと。 

③著しく粗野または乱暴な言動をすること。 

④電話をかけて何も告げず、または緊急やむをえない場合を除き、連続して電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

⑤緊急やむをえない場合を除き、午後 10 時から午前６時までの間に、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

⑥汚物、動物の死体その他著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、ま

たはその知りうる状態に置くこと。 

⑦その名誉を害する事項を告げ、またはその知りえる状態に置くこと。 

⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、または性的

羞恥心を害する文書、図面その他の物を送付し、若しくはその知りうる状態に置くこ

と。 としている。 

◎加害者が保護命令に違反すると、１年以下の懲役または 100万円以下の罰金が科せら

れる。 

＜申立て＞ 

申立ての方法は以下の項目を記入し、管轄の地方裁判所に提出する。 

主張する事項 

①配偶者から今までに受けた身体に対する暴力または生命または身体に対する脅迫を

受けた状況。 

②今後身体的暴力により生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きい事情とし

て、たとえば、以前に被害者が家を出たときにとった加害者の行動や加害者の執念深

い性格などを記載すると良い。 

③子や親族への接近禁止命令を発する必要がある事情。 

④電話等禁止命令を発する必要がある事情。 

⑤警察や配偶者暴力相談支援センターに相談しまたは支援・保護を求めた事実の有無。 

その事実があれば、・相談等をした機関の名称、・相談等をした日時、場所、・相談等の

内容、・相談等に対して執られた措置の内容、を記載する。 

配偶者暴力相談支援センターや警察職員に相談等をしていない場合は、①～④の事項に

ついての申立人の供述を記載した書面を作成し、公証人の面前で宣誓した上で認証を受

け、その書面を申立書に添付することが必要である（作成手数料は 11000円）。 

申立てる裁判所は、申立人の住所地または居所（シェルターは不可）、暴力が発生した

地の地方裁判所である。 

住民票を元の住所に置いたままで逃げている場合は、住民登録のある裁判所でよい。つ

まり現在の居所は秘匿したままで申立てが可能である。 
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◎保護命令の再度の申立て 

加害者から新たな暴力を受けていない場合であっても、配偶者からの更なる身体に対

する暴力により生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、再度の申立

てをすることができる。 

申立てに必要な費用や書類の詳細は、最寄りの地方裁判所へ問い合わせをする。 

「申立書」と共に加害者が暴力や脅迫を否定している場合は、診断書、写真などによ

り十分証明されることが必要である。写真はインパクトが強いので効果的である。「陳述

書」も併せて提出すると良い。 

区市の婦人相談員は、保護命令制度等の情報提供・説明をすると同時に、必要に応じ

て配偶者暴力相談支援センター、警察、裁判所に同行する。 

 

 

〔精神的支援〕 

法的支援を行う際に重要なことは、暴力被害状況や事実の確認と整理への支援、

そして精神的な支えである。ＤＶ被害者は程度の差こそあれＰＴＳＤや抑うつ症状、

パニック障害、不安障害に悩まされており、トラウマのために時に記憶の一部が失

われたり、記憶を思い起こすことが困難であったり、時系列がばらばらでまとまら

なかったりする。精神科医と連携をとりながら、被害者の症状や心の状態に合わせ

た心理ケアを含めた法的支援は不可欠である。警察や司法支援センター・弁護士、

地方裁判所への同行支援も大切である。被害者は時にＤＶ被害状況を思い出し、不

安や恐れにおそわれたり、途中でフラッシュバックや過呼吸発作を起こす場合もあ

る。支援者は傍らで精神的に支え、声を奪われた被害者の権利を擁護する必要があ

る。関係機関の支援者たちとの連携・調整も大切な支援である。 

３）避難後、離婚などの困難を抱えている場合 

居住地域から他の地域に避難する場合と、他の地域から当該地域に避難し生活を

再建していく場合とがある。双方とも相談から安全の確保、生活を再建するまでの

包括的で連続した支援が必要であり、「相談から自立まで被害者の視点に立った切

れ目のない支援」が欠かせない。 

・離婚：家を出たら、直ちに離婚しなければならないというわけではない。暴力

について十分に話すことができない、思い出せないなど、暴力の実態を明らか

にすることが苦痛な時期に離婚調停を起こしても、十分に争うことができない。

夫と接触することが危険な時や離婚を迷っているときは、離婚手続きを始める

時期を慎重に見定めるよう助言する必要がある。 

・住居：加害者の追跡や行動範囲を見定めて、安全な地域への転宅や公営住宅応

募の支援や生活保護制度を活用して民間アパートの利用の支援をする。 

・経済：被害女性は住み慣れた環境を離れ、夫の追跡を防ぐために職場を辞めざ

るを得ない場合が多い。就労収入があっても夫に略奪され、多少の手持ち金が

あったとしても避難生活で底をつき、生活困難に陥らざるを得ない。安全に生

活する基本的権利を確保する上で、生活保護制度の情報提供と担当者に繋ぐ必

要がある。 



- 53 - 

〔暴力による心身の被害への回復にむけた支援〕 

避難後、腰痛、ぜんそく、胃痛等の身体症状や抑うつ、不眠、フラッシュバック

等のＰＴＳＤを患い日常生活に支障をきたす場合は稀ではない。安心できる環境の

中で被害者が自分の心身に向き合い、さまざまな感情を十分に表現できる時間と空

間が必要である。時間が経過するにつれ暴力の記憶も薄れ、夫との楽しい思い出が

甦える瞬間もあり、避難して良かったと思う気持ちと同時に夫の元に戻りたい気持

ちもあらわれ葛藤に陥る被害者もいる。 

またＤＶ被害やストーカー被害の影響からの自責感、悲哀、抑うつなどに苦しん

だり、結婚生活が終わりを迎えることへの喪失感に悩む被害女性も多い。婦人相談

員は被害女性の心理的プロセスに寄り添い受けとめ、必要な支援に気持ちを注ぎた

い。 

また、配偶者暴力相談支援センターの「ＤＶ被害者自立支援講座」や市区の男女

共同参画センターの個人カウンセリングに繋ぎ、連携して支援していくのは有効で

ある。 

 

〔母子関係への支援〕 

加害者から離れても母子関係に影響が及んでおり、子育てに不安を感じている女

性は多い。特に子どもが父親から虐待を受けている場合や、ＤＶの目撃など暴力の

影響を受けている場合はなおさらである。児童家庭支援センターの子ども支援の担

当者と協力・連携し家庭訪問をすることにより、女性と子ども双方への支援が必要

である。また、必要がある場合は「暴力被害を受けた女性と子どもの同時並行心理

教育プログラム（一部の配偶者暴力相談支援センター）」や、民間の「母と子のコ

ンカレントプログラム」（※下記ＵＲＬ参照）などがあり、繋いでいく必要がある。

全国でも女性と子ども双方への支援プログラムの開発と実施が望まれる。 

また母子生活支援施設への入所の案内が必要である。その他に、住民票異動なし

での学校・保育所の転学・転園の支援、予防接種などの支援や各手当申請の支援（避

難後の児童手当受給者変更、児童扶養手当など）の支援がある。 

出典： 

http://www.musashino-u.ac.jp/rinsho/counseling/child_concurrent.pdf 

http://629143marine.blog118.fc2.com/blog-entry-456.html 

 

〔就労支援〕 

被害者や子どもの心身の回復プロセスや状況を把握し、本人の希望を聴きながら、

就労の時期を見極めることが大切である。生活困窮者自立支援法が成立し、平成 27

年４月から全国で制度が実施される。相談窓口には「相談支援員」や「就労支援員」

が配置される。担当者がＤＶ被害者やストーカー被害者に対する理解を持ち尊重さ

れながら相談が進められるよう、情報交換しながら連携を図っていく必要がある。

新しい地域で孤立しがちな女性と子どもが安心して生活を再建できるよう支援ネ

ットワークを創ることも今後の課題である。 
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（３）活用できる施策・支援制度 

〔安全確保のための情報提供〕 

ＤＶから逃れて遠方に避難し、安全のために住民票を移すことができない被害者

は多いが、住民票を移せないためにさまざまな住民サービスを利用することが難し

くなることもある。2004年のＤＶ防止法第１次改正を契機に、以下の通知等が出さ

れている。これらは配偶者暴力相談支援センター等の証明に基づいて、ＤＶ被害者

の安全を確保するために配慮を求めることができる内容となっている。また基本方

針も、被害者の安全確保のための配慮を整理している。これらの通知についても、

婦人相談員は被害者に情報提供するとともに、安全が確保されるよう関係機関との

調整を行う必要がある。 

 

■住民基本台帳等の閲覧制限（平成 16 年５月） 

被害者本人が「支援申出書」を市区に提出することにより、住民票や戸籍の附

票など居所を探されるおそれがある書類を、加害者が請求できないようにするも

のである。「支援申出書」を提出できるのは、ＤＶ被害者及びストーカー行為等

の被害者で、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

うおそれがある者に対する禁止措置である。 

■医療保険被扶養者認定等の取扱（平成 16年５月） 

被保険者（加害者）自身から、被扶養者を外す旨の届出がなされなくとも、被

扶養者（被害者）から、ＤＶ被害を受けている旨の証明書を添付して、被扶養者

から外れたい旨の申出がなされた場合は、被扶養者から外すことができる。 

■国民年金、厚生年金保険及び船員保険における秘密の保持の配慮について（平

成 19年２月） 

被害者から申出があった場合、配偶者に年金情報等を知られないように、秘

密の保持に配慮するもの。 

 

 

■児童虐待・ＤＶ事例における児童手当関係事務処理について（平成 20年５月） 

配偶者からの暴力が認められる事例については、現に被害者が専属的に子ど

もの監護を行っており、かつ生計同一である場合、または、現に児童手当を受

給している配偶者の監護が一切ない場合でなくても、児童の生計を維持する程

度の高い者が被害者であると認められる場合には、生計同一要件を満たしてい

ないと判断できるとした。このような場合には、職権による児童手当等の支給

事由消滅の処理を行うとともに、児童手当申請の援助・審査等を行う。 

■「公営住宅優先入居の取扱」 

■身元保証人確保対策事業（児童虐待、ＤＶ対策総合支援事業） 
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■健康保険加入手続き 

住民票を異動しない場合でも新たな居住地で加入手続きできる。 

■母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第１項第３号該当する旨 

母子寡婦福祉資金の貸付・母子家庭等就業・自立支援センター事業・母子家

庭自立支援給付金事業・厚生労働省職業安定局及び職業能力開発局が所管して

いる次の施策㋐公共職業訓練の受講のあっせん㋑特定休職者雇用開発助成金

㋒母子家庭の母等に係る試行雇用奨励金（手続きは保護命令、相談事業等証明

書で可） 

 

【住民基本台帳事務における支援措置申出】 

市区の住民基本台帳事務において、ＤＶ、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、

住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索す

ることを防止するため、被害者保護の支援措置が実施されている。 

・加害者（同一世帯の者を含む）やその代理人からの住民票の写し等（住民票・住民票

除票・戸籍の附票）の請求の制限。 

・なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人または使者からの住民票の写し等

の請求の拒否。（原則委任状を利用しての請求はできない） 

・なりすまし防止のため、支援措置申出者等からの住民票の写し等の郵送による請求は

原則認めない。  

・第三者（弁護士等八業士・法人・債権者等）からの住民票の写し等の請求は、関係文

書の提示等による請求理由の確認を行うなど厳密な審査を行う。  

・被害者本人が住民票の写し等の請求をする場合、本人確認書類（運転免許証・保険証

など）を持参。 

・住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止。 

（４）相談・支援における留意点 

ＤＶ被害・ストーカー被害者を支援していると、生命に危険がある状態でも夫や

加害者から逃げる決意をしなかったり、やっとの思いで逃れても、また夫や加害者

の近くに戻ってしまう状態に何度も遭遇することがある。 

婦人相談員は自分の考えを押し付けるべきではないと理解していても、がっかり

したり立腹したり、思わず相談者を責めたくなってしまう経験がある。 

婦人相談員として考える必要があることは、「本当に避難した方が安全なのか？」

また「被害者が逃げるのは現実的だろうか？」ということである。 

さらに「被害者の避難を妨げている原因は何なのか」を検討してみることである。 
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【バリアモデル】 

４つのバリアモデルで説明されている。①現実のバリア（経済、監禁状態など）、②家

族や社会から期待される役割、③加害者による虐待の心理的影響、④子ども時代の虐待被

害、である。被害者本人の性格や能力、病理的な問題に焦点をあてるのではなく、被害者

のおかれている環境が被害から逃げられなくなっている原因であることを明らかにして

いる。 

出典：尾崎礼子『ＤＶ被害者支援ハンドブック』朱鷺書房、2005年 

 

また、相談者が生育過程の中で虐待被害にあっていたり、夫や内夫との生活を続

ける中で、感情・感覚の麻痺や、危険や安全性への判断力の低下や認知の歪み、さ

らに夫への精神的依存度の強さなどから、暴力や危険度の認知が婦人相談員と異な

る場合がある。婦人相談員からみて、生命の危険性や生活の破綻が高いと判断され

た場合は、被害女性と子どもの危険回避と権利擁護のため、短期的な介入が必要と

なる。 

 

■ＤＶの本質（支配とコントロール）と特徴（エスカレート）を話し合う。 

■加害者の情報を被害者から聴き、危険度をチェックし、危険レベルが高い可能性

があることを被害者と確認し、今後予測される危険を話し合う。 

■女性と子どもの心身の影響を話し合い、生命の安全を最優先する必要があること

を伝える（生存権の優先）。 

婦人相談員から「暴力がある生活から一時離れ、心と体を休め力を蓄えて、今後

のことを一緒に相談していきませんか？」と一時保護入所を勧める場合もある。 

子どもへの虐待が生じている場合、母親へのＤＶ被害等で家庭内の力の不均衡が

ある場合は、子どもへの虐待に対する抑止力が働かず、虐待が深刻化する場合があ

る。子どもが虐待被害を受けている場合は、必ず虐待対応機関（児童相談所、区市

の虐待対応課）と連携・協働し、子どものケアや保護を迅速に検討し、実施してい

く必要がある。 

同時に婦人相談員は、子どもをケアし守れるよう、母親の支援が必要となる。 

上記を踏まえながら、被害者の立場と視点から、どんな状況に立たされているか

を理解し、本人が必要としている支援を柔軟に考える必要がある。 
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（５）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

自治体主管課：生活保護主管課、障害福祉主管課、高齢者福祉主管課、国民健康保

険主管課、住民課（戸籍課）、子育て・ひとり親支援主管課 

機 関 等：婦人相談所、児童相談所、市区社会福祉協議会、児童家庭支援セン

ター、保育所、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、

身体障害者福祉センター、障害者相談支援事業所 

施 設：婦人保護施設、救護施設、更生施設、宿所提供施設 

乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子

生活支援施設、障がい児施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、障害者等グループホーム 

〔教育関係〕 

学校等教育機関、教育委員会 

 

〔暴力相談／女性関係〕 

配偶者暴力相談支援センター、男女共同参画センター 

 

〔医療／保健関係〕 

保健所・保健センター、精神保健福祉センター、病院等医療機関 

 

〔就労関係〕 

ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター 

 

〔警察／司法関係／その他〕 

警察署、地方裁判所、家庭裁判所、弁護士、弁護士会、日本司法支援センター（法

テラス）、入国管理局、人権擁護機関、運輸支局・自動車検査登録事業所（国交省

の出先機関）、大使館、領事館、公証人役場、司法書士 

 

〔民間関係〕 

外国人支援団体、民間シェルター、民間女性支援団体、軽自動車検査協会（民間団

体） 
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２．性暴力被害者 

（１）相談・支援のポイント 

性暴力とは、同意のない性的接触や身体への侵入、恥辱を与える行為など、他人

の性的自己決定権を侵害し、その尊厳を傷つける、あらゆる行為をさす。現行刑法

では、強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ・準強制性交等、淫行勧誘など

が「性犯罪」として規定されているが（刑法第 176 条以下）（※1）、支援の対象

となる「性暴力」は、刑法に規定された「性犯罪」に限定せず、幅広くとらえる必

要がある。 

ＤＶ被害者支援においても、時間をかけて相談者との信頼関係が築かれた後に、

相談者が、性暴力被害や子ども時代の性虐待被害について重い口を開くことがある。

性暴力被害は見知らぬ他人から突然被害を受けるものだという固定観念にとらわ

れていないか、婦人相談員は、常に自分自身に問いかける必要がある。 

 

（※1）刑法の一部を改正する法律（平成 29年 6月 23日公布、同年 7月 13日施行）において、

強姦罪の対象となる行為を性交、肛門性交又は口腔性交（性交等）に改めるとともに、性

別不問とし、その罪名を「強制性交等罪」とされた。また、この改正によりこれまでの集

団強姦罪は廃止された。 

 

ＤＶ法上、ＤＶは保護命令違反で検挙されなければ犯罪にはならず、ＤＶ行為そ

れ自体は犯罪と規定されていない。ＤＶ行為は、刑法の暴行罪、傷害罪、監禁罪な

どに該当する場合が多いのだが、警察の運用上、被害者の被害届が必要だとされて

おり、被害者は、報復のおそれや子どもから父親を奪っていいのかという心配、夫

が逮捕されたら経済的に困るなどの理由から、被害届を出すことに躊躇する場合が

少なくない。 また、児童虐待も法的に禁止されているが、罰則はない（児童虐待

防止法第３条）。さらに、ＤＶや児童虐待は、夫婦間あるいは親子間の問題である

として、警察や裁判所は刑事罰の対象とすることに消極的であると思われる 。過

酷なＤＶ被害から実家に逃れてきた妻を友人とともに夫が強姦した事件について、

裁判所は「婚姻中夫婦が互いに性交渉を求めかつこれに応ずべき所論の関係にある」

と述べている（広島高裁松江支部昭和 62 年判決）。本判決では、婚姻関係が完全

に破たんしており「婚姻中」とは言えないとして、夫の強姦罪の成立を認めた。な

お、ＤＶ防止法制定後の裁判例でも「夫婦間の性交要求の権利とそれに応じる義務」

自体は認めており、性交を求める際に度を越した暴力があった場合は夫の強姦罪が

成立すると判断している（東京高裁平成 19 年判決）。したがって、裁判所は、夫

婦間の性交にはある程度の力の行使が認められるとしていると考えられ、 婚姻関

係での妻の性的自己決定権は法的に承認されていないことが読み取れる。 

また、子どもへの性虐待が近年顕在化しているが、子どもが加害者である親や親

族などの刑事責任を問うことはきわめて難しい。また、セクシュアル・ハラスメン

トにおいても、力関係や立場の優位性を濫用した、深刻な強姦被害が多い。しかし、
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「セクハラ」の名の下に性暴力であることが隠蔽され、被害者が刑事告訴しないか

ぎり、加害者の刑事責任は問われないままに終わることがある。 

性暴力被害の実態は明らかになっていない。刑法上の「性犯罪」に限定しても、

警察の統計は必ずしも被害の実態を反映するものではない。その要因の一つとして、

改正前までの刑法では、強姦、強制わいせつ、準強姦・準強制わいせつは「親告罪」

となっており（第 180条）、被害者やその法定代理人の「告訴」がなければ検察は

起訴できなかったことがあげられる（集団強姦罪は別）（※2）。したがって被害

者の多くが被害届を出すことに躊躇し、告訴に踏み切れないのが現状であった。子

どもが親を、生徒が教師を刑事裁判に訴えることのハードルは高く、被害者の心理

的負担は想像以上に大きい。 

 

（※2）刑法の一部を改正する法律（平成 29年 6月 23日公布、同年 7月 13日施行）において、

改正前の、強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定

を削除して、非親告罪とされた。また、18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者で

あることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした場合について、

強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰する規定が設けられた。 

 

二つ目は、性暴力は「見知らぬ他人」よりも、「顔見知り」からの被害が多いこ

とである。内閣府の調査（1999年以来、３年に一度実施の「男女間における暴力に

関する調査」2012 年）によれば、「異性から無理矢理に性交された」経験があると

回答した女性のうち、加害者との面識があった事例は約８割を占める（夫や職場関

係者、親などが多い）。これに対して、警察の統計では「面識あり」が４割に過ぎ

ず、被害者の経験とのギャップが生じている（警察庁「平成 22 年の犯罪」）。 

第三に、社会には「強姦神話」が根強く残っており、被害者は「被害者非難」を

おそれて、相談することを躊躇することである。強姦神話とは、「女性はいのちの

危険を冒してまでも必死に抵抗するものだ」、「被害に遭ったのは女性が挑発的な

服装や態度だったからだ」などの、人びとの間違った思い込みをいう。強姦神話が

根強く残る日本の社会では、加害者ではなく、被害者の落ち度（過失）が追及され、

強姦裁判では、「逃げることができたはずなのに加害者についていった」、「必死

に抵抗するはずなのに抵抗しなかった」など、被害者の方が責められる。その結果、

被害者の証言は信用できないとして強姦無罪の判決が下されることになる。だが、

襲われた時の被害者の実際の行動は異なる。すべての被害者が「大声で助けを求め

る」わけではなく、恐怖とショックで頭が真っ白になり、凍りついてしまい、「何

もできなかった」人が多く、一体、自分に何が起きたのか理解できない状態になる。 

性暴力の被害は、けがや予期せぬ妊娠、性感染症などの身体的影響を与えるだけ

ではない。「自分のからだは自分のもの」という、人が生きていくうえでもっとも

基本的な安全の感覚が損なわれ、自尊感情の喪失や人間不信など、心に深い傷を残

す。強姦被害者がＰＴＳＤを発症する割合は、交通事故や傷害事件などより高いと

言われている（内閣府犯罪被害類型別継続調査、2008年）。また、性暴力被害者は、
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心身のダメージからなかなか回復できず、外出もままならず、仕事や学校をやめざ

るを得なくなる、通院費用で貯金を切り崩すなど、性暴力被害は、生活全般にも影

響を与え、経済的困窮をもたらす。 

性暴力の被害者は、被害にあった恐怖とともに被害者非難をおそれて、なかなか

被害を訴えにくいこと、「自分が悪かったのだ」と自分を責めていること、被害の

回復には時間がかかり、家族を含め、職名や学校など周囲の理解が得にくいこと、

すぐには相談できないことなどを十分考慮し、相談者に真摯に対応しなければなら

ない。 

 

（２）相談・支援内容 

性暴力の被害を受けた相談者への相談・支援には、被害直後の急性期における緊

急支援とその後の中長期的支援がある。ただし、性暴力被害が継続しているときは、

急性期と同様の対応が必要な場合もある。 

性暴力被害者支援は、①原則として、被害者のニーズや意志に基づき行う、②急

性期では、被害者の現状やニーズに即した具体的な支援を提供する、③支援者は、

被害者の自己決定を重視しなければならない、④支援者は、被害者が適切に自己決

定や判断ができるように支援することが大原則であるが（中島聡美研究代表「犯罪

被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン」、以下の記述は同ガイドライン

を参考にしている）、性暴力被害者支援に特有の問題や困難もある。性暴力被害の

特質や影響などを十分踏まえたうえで地域の関係諸機関・専門家などと連携・協力

しながら支援を行う。婦人相談員は、同時に、性暴力被害者の心理やメンタルヘル

スへの影響、警察や裁判制度などの法的手続きについての知識を持つように努める。 

相談者の自己決定の尊重は被害者支援の原則であるが、相談者の混乱が著しい場

合、相談者が自分で判断・決定できないことがある。そのような場合は、重要な決

定は少し時間をおいてから行うように、相談者に助言する。また、相談者が危険な

状況をよく理解していない場合もあるので、十分説明する。さらに、警察や病院、

弁護士など、必要な場合は同行支援を行う。 

〔急性期の支援〕 

急性期とは、性暴力被害を受けてから 72時間および１～２週間以内を言う。 

性暴力被害を受けた相談者の不安感は想像以上に強い。安全の確保や必要な情

報の提供、希望する場合には家族などへの連絡など、相談者が安全感と安心感を

持ち、可能な限り、落ち着きを得られるような環境づくりと対応が求められる。

相談者が不安や怒りなどの感情をあらわにしている場合は、それを受け止めて傾

聴する。また、一見冷静に見えても不安が強いこともあるので、相談者の状態を

よく把握するように努める。 

被害直後に相談・支援を求めてきた場合は、第一に、相談者が安全な状況にあ

るのか、確認する。連絡をしてきたが、その場に加害者と一緒にいる、あるいは、

再被害のおそれがあるときなどは、すぐに警察に通報するように勧める。相談者
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が混乱して警察に通報できない場合は、婦人相談員が代わって通報する。性虐待

の再被害のおそれがある場合は、児童相談所に通報する。 

第二に、相談者が加害者の検挙を望んでいる場合や、不安が大きいときなどに

は、警察への通報を行うことがある。通報後、警察に被害届を出すと、事情聴取

や実況見分が行われるので、警察に行く前に、警察の捜査の流れ、事情聴取や実

況見分などについて、相談者に説明する必要がある。その場合、事情聴取に予想

以上に時間がかかることや警察署内で被疑者に出会う可能性など、相談者が事件

を連想するような嫌な思いをするかもしれないことを伝えておく。婦人相談員が、

事前に警察との調整を行えればよいが、難しい場合が多いとされる。 

第三に、警察への通報を行っていない相談者に対しては、診断書や検査、緊急

避妊などの警察による支援内容についての情報提供を行う。ただし、警察の支援

内容は都道府県によって異なるので、正確な情報を把握しておく。心理的苦痛や

加害者からの報復への恐怖から、被害届出をためらう相談者が多いと思われるが、

相談者の気持ちを大切にしながら傾聴する。なお、公訴時効（強制性交等 10 年、

強制わいせつ 7 年）の期限内であれば、告訴は可能なので、すぐに被害届を出さ

なければならない訳ではない。ただし、時間が経過すると、目撃者の記憶の減退

や証拠物の散逸、消滅などのおそれがあり、捜査上はすぐに届け出たほうがよい

ことも情報として伝えておく。 

第四に、医療機関の受診を勧める。けがをしている場合や性感染症のおそれ、

妊娠の可能性がある場合には、産婦人科の診察を勧める。相談者自身は医療機関

の受診の必要性に気付いてないことがある。72 時間以内であれば、緊急避妊用ピ

ルの効果が期待できるかもしれず、その後の避妊手段として子宮内リングの挿入

も可能である。また、精神科の受診には抵抗を感じる相談者もいるので、相談者

の不安についてよく聴きとり、受診の必要性について、相談者と十分な話し合い

を行う。その地域に、病院拠点型あるいは医療機関との連携体制を整備した「性

暴力被害者支援センター」などがある場合は、急性期の総合的な支援について確

認したうえで、相談者に情報提供を行い、「性暴力被害者支援センター」へつなぐ。 

第五に、ストーカー被害や自宅で被害に遭った場合など、必要なときは、一時

保護を行う。 

第六に、心理教育が必要な場合がある。心理教育とは、「犯罪被害によって生じ

やすい反応や症状及びその理由、対処方法や今後の見通し等について専門的見地

から情報を伝え、被害者等が理解できるようにすること」を意味する専門用語で

ある（上記、「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン」）。性暴力被

害を受けたときに、しばしば、被害者の反応が、第三者からみると、あたかも異

常なものに思える場合があり、被害者自身も不安を感じることがある。たとえば、

性暴力の被害者が強い怒りや罪悪感などの否定的な感情を表す場合や、被害者が

恐怖を感じたり、混乱していることに不安を覚えている場合に、その感情や不安

を受け止めるとともに、それは異常なことではなく、性暴力被害という異常な経

験をした場合に、通常起こりうる感情であることや、被害体験に対する自然な反
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応であることを伝える必要がある。 

第七に、相談支援機関を紹介することも重要であり、普段から地域の関連機関

や専門家などの社会資源の情報を収集し、顔の見える連携関係・ネットワークを

形成しておくことが望ましい。 

また、性暴力被害を打ち明けることで、家族との関係が悪化する場合があるが、

家族や周囲の人の理解を促すことも婦人相談員の役割の一つである。家族や周囲

の人の理解や支援は被害からの回復に大きな力となる。 

〔中長期的支援〕 

性暴力被害の影響は被害直後にとどまらず、その後の生活や就労、就学などに

も大きな影響を与える。中長期的支援として、①生活面での支援、②法的支援、

③心理的支援が考えられる。現状では、中長期的支援制度の整備は不十分である

ので、現行のさまざまな施策や社会資源を活用して支援する。 

①生活面での支援  性虐待被害を受け、親からの経済的援助を期待できない、

ＤＶで離婚した、職場のセクシュアル・ハラスメントで退職したなど、性暴力

被害の結果として経済的困窮に陥ることが多い。婦人相談員は、さまざまな社

会資源や福祉的支援、犯罪被害者給付金などの経済的支援、労働災害保険制度

（セクシュアル・ハラスメント）などの情報を提供し、関係の相談機関を紹介

する。生活面での安心感がないと、トラウマからの回復も困難となる。 

②法的支援  過去の被害であっても、まだ公訴時効が完成していない場合に、

とくに、物的証拠（当時のメールや日記、写真、誰かに話した記録など）があ

ると、警察に被害届を出せば立件される可能性がある。また、加害者等に損害

賠償請求を行う場合は、法テラスで無料相談や弁護士費用の扶助制度を利用で

きる。 

③心理的支援  ＰＴＳＤやそれ以外のトラウマ反応、解離症状（自我の統合性

が薄れ、切り離されること。離人感や非現実感、健忘、遁走、記憶喪失などの

症状がある）などの心理的後遺症により、対人関係がうまくいかない、外出時

にパニックになるなど、安定的な社会生活を送ることが困難になったり、その

結果、貧困状態に陥ったり、性暴力の再被害や性的搾取の被害を受ける場合も

ある。カウンセリングルーム、性暴力被害者支援センター、精神科、心療内科

などの専門機関を紹介する。 

（３）活用できる施策・支援制度 

被害発生直後に適切なケアを受けられるかどうかは、長期にわたる被害の影響を

緩和し、被害からの回復を図るうえできわめて重要である。近年、被害直後の急性

期に、電話相談と面接相談、産婦人科救急医療とその後の継続医療、証拠収集と保

存、カウンセリング、弁護士による法的支援、福祉的支援、精神科医や小児科医の
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診断、警察への通報など、24時間体制で総合的な支援を行う「性暴力被害者支援の

ためのワンストップセンター」が各地に開設されるようになってきた。 

しかし、性暴力被害者支援ワンストップセンターを設置している都道府県はまだ

少なく、地域的な偏りがある。犯罪被害者支援センターや婦人相談所を拠点とする

自治体もある。センターが設置されていないところでは、自治体や医師会などにセ

ンター設置を働きかけていくことが求められる。当面は、少なくても、婦人相談員

や医療機関・看護師などの研修を行うことや、産婦人科医や精神科医、警察、弁護

士会、カウンセラー、民間団体とのネットワーク形成に努めることが肝要である。 

（４）相談・支援における留意点 

長期間、沈黙を強いられていたことも考えられるので、相談者は被害状況を話す

ことに不安や恐怖を抱いている。婦人相談員が受け止めてくれるのか、信頼してよ

いのかという不安が大きいことに留意する。また、被害について話すことで、トラ

ウマの再現・再演（無意識の脅迫的体験）になることも知っておかなければならな

い。 

精神障がいや知的障がいのある当事者は、現実についての理解や言語化が難しい

場合があるので、より丁寧な対応が求められる。また、外国人女性は言葉の壁や文

化の違いから、被害を訴えにくい状況にある。相談先の情報へのアクセスも容易で

はなく、司法手続きについても知らないことが多い。警察に被害を申し出ても、ま

ず在留資格を問われ、外国人であることから偏見を持たれ、被害者としての正当な

扱いを受けられないことも考えられる。ＬＧＢＴＩの人も性暴力被害を受けている

ことに留意する（「第Ⅲ部－１ １３．セクシュアル・マイノリティ」参照）。 

近年、子どもへの性虐待や子ども時代の性虐待被害の経験が顕在化している。児

童相談所の相談においても性虐待事例は増加しており、民間シェルターや婦人保護

施設などで発見されることもある。民間団体の調査によれば（全国女性シェルター

ネット「DV家庭における性暴力被害の実態」2009年）、ＤＶのある家庭での子ども

の性虐待被害率が高いことや低年齢での被害率の高いことが明らかにされている。

ＤＶ被害の相談を受ける際には、子どもへの性虐待被害にも留意し、被害がある場

合は、母親とは別に子どもへの支援体制を組み、児童相談所や福祉機関、医療機関

などの専門機関との連携を図る必要がある。また、適切なケアを受けられないまま、

長期間沈黙を余儀なくされている被害者がいることも忘れてはならない。 

性暴力被害を打ち明けたことで、家族から非難されたり、家族関係が悪化するこ

とがある。家族の理解がないと、被害を否定されたと感じて自己肯定感が失われる

結果をもたらす。また、家族による経済的支援が絶たれ、必要な治療を受けられな

くなる場合がある。被害者の家族の理解を深めるために、相談者の意志を確認した

上で、状況をみながら、家族への説明や支援も同時に行う。 

性暴力被害についての婦人相談員研修の充実・強化を図るとともに、他の自治体
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や民間団体との経験交流を行い、支援マニュアル策定とそれに基づく研修の実施が

急務となっている。 

婦人相談員が被害者に寄り添うことで信頼関係が生まれ、被害回復への道が開か

れるのだが、同時に、婦人相談員が代理受傷や二次的外傷性ストレスを負うことが

ある。婦人相談員自身のその後の人生へ影響を及ぼすことも予測しておかなければ

ならない。婦人相談員自身がすぐに気付かない場合もあるので、代理受傷について

職場の同僚や管理職が十分理解し、発見に努めるとともに、対応についてあらかじ

め検討しておく。 

（５）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

機関：婦人相談所、福祉事務所、児童相談所、 

施設：婦人保護施設、乳児院、母子生活支援施設 

 

〔教育関係〕 

学校等教育機関、教育委員会 

 

〔女性関係〕 

男女共同参画センター、性暴力被害者支援センター、犯罪被害者支援センター 

 

〔医療／保健関係〕 

医療機関（産婦人科、精神科、児童精神科、外科等）、精神保健福祉センター 

 

〔就労関係〕、 

ハローワーク 

 

〔警察／司法関係〕 

警察、弁護士、弁護士会、日本司法支援センター（法テラス） 

 

〔民間関係〕 

カウンセラー、被害者サポートセンター（性犯罪被害者支援、性犯罪潜在化防止等）

性暴力被害者支援ワンストップセンター、強姦救援センターや民間シェルターなど

の被害者支援を行う民間団体  
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３．売買春 

（１）相談・支援のポイント 

①性差別的な売春防止法 

1956 年（昭和 31 年）制定の売春防止法（以下、売防法）では、売春も買春も禁

止されている（第３条）。売防法上、売春とは「対価を受け、または受ける約束で、

不特定の相手方と性交すること」をいう。女性の売春行為自体は処罰されないが、

売春の勧誘、あるいは、「勧誘目的で道路等で人の身辺に立ちふさがったり、つき

まとったりしたとき、公衆の目に触れる形で客待ちし人を誘引したとき」は、売防

法第５条違反として処罰の対象となる（５条違反）。また、周旋業者も処罰の対象

となる（以上、第２章刑事処分）。「５条違反」で有罪となった満 20 歳以上の女

性が執行猶予となった場合で必要と判断されたときは補導処分となり、婦人補導院

に収容され、更生のための補導を受ける（第３章補導処分）。 

売防法は売春する女性（５条違反）とあっせん業者を処罰する刑事法としての側

面と、売春した女性及び売春するおそれのある女性（要保護女子）を保護更生させ

る婦人保護事業の側面（第４章保護更生）とを併せ持つ。婦人相談所、婦人相談員、

婦人保護施設が保護更生の役割を担う「婦人保護事業」の３機関である。婦人相談

員の日々の業務の法的根拠となっているのが、売防法第４章ということになる。 

売防法は売春する女性を５条違反として処罰する一方で、売春する女性を保護し

社会復帰させるための援助を行うという、矛盾に満ちた法律である。犯罪者という

汚名を着せながら、教え諭して更生させるということである。また、売春する女性

は５条違反で処罰されるが、買う側（買春者）は処罰されない。さらに、「収容」

「保護更生」「要保護女子」「指導」など、差別的な用語が使われており、それは

そのまま売春する女性への偏見や差別と結びついている。 

売防法の制定から 60 年近く経過するが、社会のあり方や女性の状況が大きく変

化した現在も、売防法は、基本的な法構造や女性差別的な思想をそのまま維持して

おり、抜本的な見直しは一度も行われていない。国連女性差別撤廃委員会は、売防

法第５条は「女性差別的規定」であり、「売春による性的搾取や人身取引の被害者

である女性と女児の回復及び社会復帰のための施策を講じるよう」に、日本政府に

勧告している（第６次日本政府レポート審議総括所見、40項、2009年）。 

2012 年（平成 24 年）、厚生労働省は「婦人保護事業等の課題に関する検討会」

を設置して、第４章の婦人保護事業を中心に、売防法制定後初の本格的見直しに着

手し、2013 年（平成 25 年）３月、論点整理を行った。現代社会では、親の暴力や

性虐待から逃れた若い女性が性産業による性的搾取や性暴力のターゲットとなり、

社会的格差が広がる中で、貧困状態に陥った女性が売買春に追い込まれていく。こ

のような売買春を許容する日本社会の基底には売防法がある。売春する女性を処罰

するのではなく、買う側を処罰し、女性を支援する方向での、売防法の改正は課題

となっている。 

すべての婦人相談員が、売買春被害が婦人保護事業の本来的対象であることを十
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分認識しているとは言い難い。特に、ＤＶ防止法が婦人保護事業の根拠法となって

からは、その傾向は強まっている。売買春問題と売防法は婦人相談員研修の必須項

目である。 

②売買春形態の変容―風営法上の風俗産業での売買春へ 

婦人保護事業は、売買春の未然防止のために、相談において、売春するおそれの

ある女性の早期発見に努めることになっている（第３次男女共同参画基本計画、

2010年）。しかし、婦人保護事業における一時保護実績は２％前後にとどまり、婦

人保護施設の入所理由においても 2.4％と売春の占める割合は低下傾向にある（平

成 23年度）。また、売春が主訴である相談事例がほとんどないという地域もある。 

一見、売買春被害者への支援ニーズはなくなったように見えるが、東京５か所の

婦人保護施設の調査によれば、婦人保護施設の入所者中、売春経験者は３割を超え

る（2009年）。そのからくりは、売防法で禁止された売春を合法化する機能を果た

す「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（以下、風営法）に隠さ

れている。風営法は、いわゆる「性交類似行為」を合法としたが、「性交類似行為」

が事実上、売春行為を含むことは暗黙の了解になっている。業者は都道府県公安委

員会への届出を条件に、店舗型性風俗特殊営業（ソープ、ファッションヘルス、ピ

ンクサロン、キャバクラなど）や無店舗型性風俗特殊営業（デリヘル、ホテトルな

ど）、インターネットを使った性風俗産業やテレクラなど、風営法に定められた業

態であれば、合法的に営業できる。さらに、インターネットやＳＮＳなどを利用し

た新たな業態が次々と生まれ、援助交際、ＪＫ（女子高生）お散歩、ＪＫリフレな

どのＪＫビジネスが街にあふれており、高校生など、若い女性たちは容易に売春に

引きこまれていく。インターネットやＳＮＳの急速な普及は、性風俗産業へのハー

ドルをますます低くしており、若年女性は、性的搾取や性暴力被害を受けやすくな

っている（※）。また、母子家庭の母親が病弱で仕事ができなかったり、子どもの

保育などの問題を抱えているとき、保育所やアパート付の条件を提示され、短時間

で他の仕事より高収入の性風俗産業に従事することは珍しくない。いわば、セーフ

ティネットとして性風俗が機能している。しかし、性風俗産業で働いている女性た

ちが、相談や一時保護に辿り着くまでには至らず、依然、被害は潜在化し続けてい

る。 

婦人保護事業は困難に直面する女性の支援を目的とする社会福祉事業である。性

風俗産業などにおける性的搾取の構造および性暴力被害の現状を直視し、女性たち

が売買春へと追い込まれる要因や社会的背景に目を向けていきたい。また、相談者

が、ポルノ被害を同時に受けている可能性についても考慮する。 

 

（※）いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等については、被害者の心

身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害であるとともに、女性活躍の前提となる安全で安

心な暮らしの基盤を揺るがす問題であり、その根絶に取り組む必要がある。 
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      政府においては、関係省庁が連携して対策を実施するため、「いわゆるアダルトビデオ出

演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する関係府省対策会議（平成 29年 3月 21日関係

府省申合せ）」（以下「対策会議」という。）を設置し、平成 29年 4 月を「ＡＶ出演強要・

『ＪＫビジネス』等被害防止月間」と位置付け、政府一体となって必要な取組を緊急かつ集

中的に実施することとした。また、平成 29年 5月には、対策会議において、「いわゆるアダ

ルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」（以下「今後の対

策」という。）をとりまとめた。 

      各都道府県の婦人相談所も主要な相談窓口の一つとされており、適切な相談対応とともに、

各都道府県等のホームページ等を活用して、いわゆるアダルトビデオ出演強要や「ＪＫビジ

ネス」による性暴力に関する相談を受け付けている。 

市区の婦人相談員においても、婦人相談所等の関係機関や民間支援団体と連携を図りなが

ら適切な対応が求められる。 

（２）相談・支援内容 

売春を相談主訴として、相談者が直接、婦人相談の窓口に来ることは数えるほど

である。むしろ、生活困窮、住宅、借金、友人関係、ＤＶ、妊娠、就労、病気等の

相談の裏に強制売春、売春の経験等が潜在していることが多い。婦人相談員は、こ

れらの主訴に対して支援する中で、売春の経験があること、そのことが現在の相談

に大きな関わりがあることを聴き取っていく必要がある。 

【事例１】主訴「住宅」 

女児を連れた女性。きょうだいと暮らしていた家から追い出され、もう一人のきょう

だいを頼ってきたが、お金がなく、２、３日しか置いてもらえない。住む所を見つけた

い。また、生活保護を受けたい。 

支援：まず住まいについての支援が必要である。きょうだいの支援がなぜ受けられなく

なったのかを聴く中で、離婚、多額の借金、未婚による妊娠出産、売春の事が語られ

る。 

生活保護の相談に同行支援する。相談者が生き抜いてきた力に気づいてもらえるよう

アプローチしていく。 

 

【事例２】主訴「妊娠」 

現在妊娠８か月になる女性。お金がなく中絶ができなかった。出産するしかないが、

生まれて来る子どもは育てられない。 

支援：面接でわかったことは、デリバリーヘルス（デリヘル）で生計をたてていること、

不特定多数の男性を相手にしているために子どもの父親が誰かわからないというこ

とであった。出産後の子どもとの関係について、出産までの期間、情報提供をして一

緒に考える。生活保護は受けたくないとの意志が固く、知人男性宅で同居中である。

病院との連携、母子生活支援施設の入所、就労支援を行う。 

 

【事例３】主訴「就職」 
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パートナーと二人暮らしの女性。仕事がなかなか見つからなかったが、ネットで「チ

ャットレディ」募集を見て応募した。彼もやっていいというので、やっていこうと思っ

ている。 

支援：情報提供し、ネットでの仕事の危うさについて一緒に話し合う。就労支援を行う。 

 

【事例４】主訴「生活困難」 

他県から各地を移動してきた。お金がない。他所に行きたい。 

支援：福祉機関から移動のための旅費と食費を出してもらうよう同行支援。それまでの

生活状況を聴く中で、路上で客を探して売春をしていたことがわかる。婦人相談所と

連携し、一時保護依頼。一時保護から婦人保護施設へつながる。 

 

【事例５】主訴「ＤＶ」 

夫から暴力を受けているので逃げたいと、幼児を連れた若い女性。夫からソープラン

ドで働かされているが、お金は月 3000 円をもらえるだけ、後の収入は全て夫が持って

いく。 

支援：婦人相談所に一時保護依頼。その後は母子生活支援施設を検討。感染症があり、

病院、保健師とも連携。ＤＶ防止法についての情報提供。保護命令の発令。 

 

【事例６】主訴「借金」 

借金のことで相談。仕事はしているが返済していくには苦しい。借金返済のためにソ

ープランドで働いた経験あり。 

支援：障害者手帳の取得の必要性があることがわかり、手帳の申請のために障害担当と

の連携で手帳を取得。無料弁護士相談で借金の整理。支援相談事業所との連携。 

（３）活用できる施策・支援制度 

婦人保護事業の一機関である婦人保護施設は、中長期的な生活型支援の場という

特質を活かして、暴力被害や売買春被害を受けてきた女性たちの生活再建を支援し

てきた。同時に、地域社会へとソフトランディングするための実際的な生活・就労

支援を行っている。妊娠しており、ひとりで出産しなければならない場合は、妊産

婦を対象とした婦人保護施設を利用できるが、全国で１か所のみである（東京都：

慈愛寮）。その他に、婦人相談所、母子生活支援施設、福祉事務所、障害者福祉な

どの福祉制度、住宅担当部署、ハローワークなどの就労支援機関、児童相談所、医

療・保健機関などと連携して支援にあたる。 
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（４）相談・支援における留意点 

売春する女性は、生活苦・貧困・借金、障がいや疾病、人間関係での孤立など、

多様な生活課題を抱えている。まず、医療機関や福祉機関と連携しながら、心身の

健康回復支援を行う。また、規則正しい生活を習慣化すること、金銭管理、調理な

どの生活技術の援助、対人関係援助など、生活全般について支援する。すぐにホス

トなどの男性の元に戻ってしまう場合や、規則に縛られる生活を受け入れにくい場

合など支援に困難が伴うこともあるが、相談者の意志を尊重しながら、情報提供を

行い、時間をかけて粘り強く支援する。性感染症や妊娠・中絶、出産した場合の子

どもの養育など、必要に応じて心理的支援を含め、医療・保健機関などと連携して、

妊娠・出産支援を行う。 

 

 

（５）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

機関：婦人相談所、福祉事務所、児童相談所 

施設：婦人保護施設、母子生活支援施設 

〔医療／保健関係〕 

医療機関、助産師、保健師 

〔警察／司法関係／その他〕 

警察、弁護士、弁護士会、日本司法支援センター（法テラス）、入国管理局、在京

大使館、外国関係機関 

〔女性関係／暴力関係〕 

性暴力被害救援センター、ポルノ被害者支援民間団体 
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４．住居喪失者 

（１）相談・支援のポイント 

婦人保護事業では、いわゆる「居所なし」という「住居喪失者」は、増加してい

ると思われる。その理由は様々で、暴力の被害者、アルコール依存・薬物依存等で

家を出てきた者、また病気治療で入院したものの退院後の住居がない者、家庭環境

の問題から家を飛びだしてきた若年女子、家賃滞納で住居を失くした者、刑務所出

所後の住居がない者等である。 

〔暴力被害〕 

暴力からの避難の場合、着の身着のままの状態で保護になることが多い。暴力の

被害は心のバランスを失い、生活のすべてを放棄せざるを得ない環境に追いやられ

ることで、精神的にも不安な状況にある。「暮らし」の場を失う喪失感をすぐに補

う支援は難しいが、「よく決心しましたね。もう安心ですよ」と全受容的に受け止

める支援が望まれる。 

〔アルコール依存・薬物依存〕 

依存症におちいる経過はいろいろあるが、背景にＤＶや性的虐待等があり簡単に

克服することが出来ない状態にある。長期的な関わりが必要であり、住居を定める

ためには、施設入所、生活保護受給等の支援が必要である。 

〔退院後帰住先なし〕 

入院に至る状況時やその当時から抱えていた問題について掌握し、今後の収入の

確保、治療の継続などについて一緒に計画をたてる。生活保護受給の場合は福祉事

務所のケースワーカーを交えて相談する。退院後、長期的な見守り支援が必要にな

る場合が多いため、病院との連携により、日常生活支援はもとより、退院後の疾病

の自己管理技能（服薬管理、ストレス対処技能など）を高めるための協力を得る。 

〔若年女子〕 

家庭環境（性的虐待・暴力）からの家出や出会い系サイトだけではなく、ミスら

ぬ男性との携帯電話のトークだけで都会の雑踏の中に出てしまう若年女子がいる。

婦人相談員には直接本人から相談があることは少ないが、親等から相談を受ける場

合が多い。 

婦人相談所、児童相談所や民間団体によるプロジェクト等と連携して、保護の必

要性や住まいについて、一緒に考えていく必要がある。（「第Ⅲ部－１ ５．若年

者」参照） 

〔家賃滞納による住居喪失〕 

生活管理（情緒的な関係つくりも含む）による問題がある場合や、貧困が長引い

ている場合などがある。障がい（精神・知的）、ギャンブルなどの依存により、金

銭管理ができない場合などには、生活全般にわたってサポートが必要になる。日常
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的な見守り機能を持った関係者のサポートが求められる。特にソーシャルスキル

（社会生活技能）の取得、人的な援助によって障がいがあっても生き生きと生活で

きるよう対人関係の調整（生活リハビリテーション）への協力を得る。 

〔刑務所出所後帰住先なし〕 

満期出所の場合は、その日から行き先に困る。住居の保障は今後の生活支援で大

きな比重を占める。刑務所での生活の期間にもよるが、社会生活の導入にあたって、

犯罪に至った生活への振り返りと共に、対人的課題を繰り返し練習し、実生活の場

面で「できること、苦手なこと」を一歩から始める。目標設定をし、具体的なアセ

スメントにより、本人のこれからの生活への希望につなげる。生活の中で、社会か

ら見捨てられているのではないかという猜疑心も出てくることを想定するときめ

細かな変化への気づきと、見守りの支援が求められる。 

薬物依存がある場合はダルク（自助グループ）等関係機関と連携して支援してい

くことも必要である。 

（２）相談・支援内容 

①ＤＶからの避難による居所喪失の相談 

ＤＶを受け、見知らぬ土地に逃げてきた被害者が、安心して暮らすことができる

住居として、婦人相談所を通して入所する婦人保護施設がある。18歳未満の子ども

を同伴していれば母子生活支援施設の入所（ＤＶの場合は、離婚届提出前でも可）、

高齢であれば高齢者施設への入居が可能である。ＤＶの被害を受けた証明があると、

公営住宅の申し込みができる。優先入居制度がある地域もあるので、具体的には、

自治体の住宅担当課に問い合わせる（平成 16 年３月 31 日国土交通省住宅局長通

知）：内閣府「配偶者からの暴力相談の手引き」参照）。また、ステップハウスとし

て住宅の設置をしている地域もあり利用できる。 

福祉施設、ステップハウス等は、生活用具を持たなくても全て準備されていると

ころがほとんどなので、心配せずに入所できることを説明する。 

ＤＶ被害を受けた相談者は、見知らぬ土地で暮らす不安感、ＤＶによる精神的影

響、子育てへの迷い等、不安定な状態にあることから、まずは、安全・安心して生

活できるよう、丁寧に情報提供をしながら寄り添って支援していくことが必要であ

る。 

②アルコール依存・薬物依存 

アルコール依存・薬物依存がある場合には、まずは病気治療を優先し、入院によ

る治療を受けることによって安心・安全な状況を作ることが必要である。 
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【事例】主訴「住宅」 

行く所がないという相談者Ａさん、海に飛び込んで自殺をしようと思ったが死に切れ

ず、その時に持っていたバッグ等もすべて流れてしまい、助けてくれた病院の看護師の

靴を借りてはいていた。 

福祉課の一時保護住宅に入居し、そこから生活保護を申請する。 

入居後、詳しい事情を聴くと、Ａさんは震災の被災者であった。震災後、以前やって

いた自営業を再開したが上手くゆかず、一人息子は家出、Ａさんはアルコールにおぼれ

て、とうとう離婚した。故郷に帰郷したがアルコールを断つことが出来ず親族に迷惑を

かけてしまい、住居もなく、命を断とうとしたのである。その後、借家を見付け移り住

んだが、病気になり、あっけなく亡くなってしまった。息子を探し当てることが出来な

かったが、きょうだいが見つかり死を知らせることができた。しかしアルコールのこと

できょうだいの家族に迷惑をかけたことが原因で、葬儀は出したいが喪主にはなれない

と言われ、婦人相談員が喪主となり葬儀を行った。 

 

③退院後行き先なし 

入院中に退院後の相談があった場合は、その場で生活保護につなぐことで、退院

後の住居の確保ができる。その後は担当ケースワーカーと連携しながら、家庭訪問

等を行い支援していく。 

退院後の相談であれば、生活保護係に同行して民間アパートへの入居、救護施設

への入所、グループホームへの入所等、相談者の希望を聴きながら住居について相

談する。これらの住居、施設等の見学には婦人相談員の同行支援が望まれる。 

④家賃滞納による住居喪失 

借金やギャンブル依存、アルコール依存等により、家賃滞納となり、ホームレス

や、車上生活をしている場合、生活保護につないで住居を探す。 

生活の立て直しのために、借金の整理、依存症の治療、金銭管理のサポート等の

支援が必要である。 

⑤刑務所出所後行き先なし 

家族の引き取り等がない場合は、緊急的住居確保・自立支援対策の「自立準備ホ

ーム」、高齢者や障がい者の場合は「地域生活定着支援センター」等と協力してサ

ポートする。 

生活保護による支援が受けられるので、生活保護係に同行して住居と生活費の相

談をする。 

 

 

（３）活用できる施策・支援制度 

福祉事務所（生活保護法）、精神保健センター、保健所／保健センター、住宅支

援給付制度（20頁を参照） 
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（４）相談・支援における留意点 

住居喪失の場合は、他に相談する家族、友人がなく、支援者も関係機関の者とい

う場合が少なくない。婦人相談員は、相談者に寄り添い、見守っている事を相談者

に伝えていくことが必要である。 

（５）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

機関：婦人相談所、福祉事務所 

施設：婦人保護施設、母子生活支援施設 

 

〔医療／保健関係〕 

医療機関、精神保健福祉士（ＰＳＷ）、医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）、精神

保健福祉センター、保健所／保健センター（保健師） 

 

〔司法関係〕 

地域定着支援センター、 

 

〔民間関係〕 

地域の不動産会社、ダルク 
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５．若年者 

（１）相談・支援のポイント 

ここでいう若年女性とは、おおよそ、10 代から 20 代くらいの女性をさす。これ

まで、若い女性と婦人相談員の接点はあまり多くなかったといえる。たまたま、母

親が母親自身のことで相談に来て、その相談の中から「実は娘が」という形で出て

くることはあっただろうが、若年女性が直接、婦人相談員のところに相談に来るこ

とは少なかった。現在もその状況は基本的に変わっていない。しかし、現代社会に

おいて、若年女性は性的搾取の主要なターゲットとなっており、また、性暴力被害

を受ける割合も高い。家族関係の悪化や経済的困窮にも直面している。すべての女

性の支援を目的とする婦人保護事業の新たな対象として、若い女性の状況やかかえ

ている課題に正面から向き合うことが求められている。 

〔若年女性の現状〕 

10 代後半から 20 代の女性は、生活や性、身体に関して不安定かつ流動的な社会

的位置にある。国際社会では、若年女性たちの状況と課題を受け止め、若年女性や

少女を人権の主体として位置づけている。1993年（平成５年）世界人権会議で採択

された「ウィーン宣言」では、女性と少女の権利を「普遍的人権」として明記し、

さらに、1995年（平成７年）第４回世界女性会議「北京行動綱領」では、少女の人

権保障のための施策が強化されている。少女期・若年期が女性の精神的ないし肉体

的成長と能力の形成にとって重要なこと、それにもかかわらず、若年女性や少女は

経済的、政治的、肉体的にもっとも不利な状況に置かれているという共通認識が、

その背景にある。一方、日本の「男女共同参画基本計画」では、若年女性や少女の

人権が独立の課題として取り上げられていない。2009年（平成 21 年）に「子ども・

若者育成支援推進法」が制定され、「子ども・若者白書」が公刊されるようになっ

たが、若者支援政策にはジェンダー視点が明確ではなく、若年女性や少女の現状に

即した施策は極めて不十分である。 

いわゆるニートやフリーターについても、女性の場合は、いずれは結婚し夫に扶

養される「家事手伝い」として扱われ、いわば、見えない存在であった。しかし、

実際には、若い女性の無業者が増えている。そこに注目した一部の自治体が、若年

女性支援施策を展開するようになった。その一つである横浜市の調査によれば、無

業の女性はさまざまな職歴を重ねているが、多くは、非正規雇用での就労－無業－

就労を繰り返しており、対人関係がうまくいかないことやいじめ、引きこもり、精

神科への通院、摂食障害、暴力被害、セクハラなど、困難な体験を重ねている（横

浜市男女共同参画推進協会「若年女性無業者の自立支援に向けた生活状況調査報告

書」2009年）。 

匿名、無料の 24 時間ホットラインである「よりそいホットライン」には若年女

性からの相談が寄せられている（社会的包摂サポートセンター年次報告書）。そこ

では、10 代、20 代の女性は、性虐待や性暴力被害にさらされているにもかかわら
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ず、周囲に信頼できる大人がいないこともあり、周囲も本人も性暴力被害を認識で

きず、必要な支援が行われていないという現状が明らかになっている。 

若年女性の支援を行っている民間団体の調査では、「死にたい」「消えたい」と

希死念慮を抱く若年女性の割合が 65％近くに上る（bond Project「生きるチカラ報

告書」2012年）。また、同団体の性暴力被害についての調査では、若年女性の性暴

力被害の多さが報告されている（bond Project「10 代 20 代の女の子の生と性に関

する調査報告書」2014 年）。 

実際、警察庁の統計においても、性暴力被害率がもっとも高いのは０～19 歳で、

強姦の 42.4％、強制わいせつの 53.5％を占める（警察庁「平成 22 年の犯罪」）。 

〔制度の谷間に置かれる若年女性〕 

若年女性の支援の課題として、18 歳と 19 歳（満 18 歳以上、満 20 歳未満）の女

性が法制度の谷間にあり、支援が進まないことがあげられる。児童福祉法の対象が

満 18 歳未満であるのに対して、民法の成年年齢は満 20 歳であり、しかも満 20 歳

未満は親権に服さなければならない（民法第４条、第 818条）。そうすると、未成

年でありながら、児童福祉法上の支援を受けることができず、他方で、親と対立関

係にある場合も、その親の親権に服さなければならないことになる。日本の民法の

親権の実態は権利義務ではなく「権限」であり、強すぎると批判されている。欧米

諸国のように「親の責務」へと再構成する必要がある。 

具体的には、交際相手から暴力を受けた未成年の女性が安全のために施設へ入所

しようとしても、親との関係が悪化しており、親の同意を得られない、未成年の女

性が生活保護を受給して自立を図ろうとしても、親が被扶養を外さないなど、親権

の壁が高く、支援に支障をきたしている。また、10 代後半から 20 代の若者支援の

ために利用できる社会資源も少ない。将来的には、民法改正による成年年齢の引き

下げや「親責務」への改正が望まれるが、現行制度の下では、未成年である若年女

性の権利を尊重する立場から、児童福祉機関との調整を図ることが肝要である。 

（２）相談・支援内容 

若年女性や少女が父親や継父、実兄、母親の交際相手、親族、知人などから性虐

待被害や強制わいせつの被害を受けていたり、幼い時から父親、母親から身体的暴

力や心理的暴力、ネグレクトなどの虐待被害を受け、また、さまざまな要因から家

庭不和となり、家出をくり返し心身共に不安定となっていたり、妊娠・出産に関す

るトラブルを抱えているなど、婦人相談員の支援につながる事例は、少数だが増加

傾向にある。 

しかし、多くの若年女性は相談・支援につながらず孤立を強いられ、未だ困難な

状態に置かれていることが予想される。 

若年女性の相談経路は、児童相談所や子育て支援担当課（虐待対策担当）、子ど

も家庭支援センター、保健師、学校、警察、家庭内虐待の場合は、加害者以外の家
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族（母親など）、親族、知人等であり、本人から直接相談を受けることは少ない。 

今後早急に、若年女性の人権保障のための施策や権利の回復にむけての、アウト

リーチ（積極的に支援の手を差し伸べること）を含めた適切な支援や支援体制の強

化、研修に取り組む必要がある。 

ここでは、長い間隠蔽されていたが、近年少しずつ相談が増加している、幼少時

からの性虐待、強制わいせつ被害を受けた女性への相談・支援に焦点をあてる。長

期間、沈黙を強いられてきた性虐待や強制わいせつの被害は、若年女性のその後の

生き方や人生に大きな影響を及ぼす可能性があり、若年女性の立場に立った適切な

支援が求められる。 

「子どもと家族の心と健康」調査委員会の全国調査「子どもと家族の心と健康」

（日本性科学情報センター 1999年）は、小学生までの女の子の 6.4人に１人、男

の子の 17.4 人に１人が性虐待を受けており、小学生までに女の子の 116 人に１人

が強姦もしくは強姦未遂の被害を経験しているという、深刻な被害の実態を明らか

にしている。被害を受けた少女たちが、長期にわたってケアや支援を受けることも

なく、何かのきっかけで被害の記憶がよみがえったり、性産業に巻き込まれて性的

搾取を受けたり、暴力の再被害を受け、婦人相談員につながる場合がある。 

①被害を認識することの困難さを理解する 

若年女性や少女たちにとって、自分が性暴力被害を受けていることを認識するこ

とは容易ではない。何が起きたのか、自分一人では理解できず、なぜかわからない

まま自己嫌悪に陥ることになる。 

若年女性や少女の多くが、「自分に隙があったからからだ」「自分に何かしらの

悪いところがあったからだ」と自分を責め、罪悪感に支配されている。彼女たちは、

社会に根強く残る「被害者非難」を内面化しているだろうし、家族からも社会から

も孤立し、頼りになる大人がそばにいなければ、加害者の一見優しい言葉に疑いの

目を向けることすらないだろう 

また、成長する過程で、性暴力や性虐待、性的搾取について知識を得たり学んだ

りする機会がなく、「何が安全で何が危険なのか」を教わり、「自分の身を守る方

法」を学ぶ機会が保障されていない。 

さらに、性的虐待や性暴力の事実を認めることの困難さがある。それは「事実を

認めると、生きていけない気持ちになる」ために、「それは起こらなかったのだ」

と否認し封印することで、被害に向き合うことを回避する。そうではなく、被害を

受けても「生きていける、生きていっていいのだ」と実感でき、エンパワメントに

つながるような支援のあり方や方法を探っていく必要がある。 

②信じること 

幼い時に、被害を身近な人に打ち明けても「この子は嘘ばっかり言って！夢でも

見たんじゃない」などと言われ、周囲から被害について一度も信じてもらえなかっ

た可能性があり、相談者本人も自分を信じることが難しい場合がある。周りの大人
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が理解してくれないことで、少女たちは固い殻に閉じこもってしまう。婦人相談員

は、勇気をもって打ち明けてくれたことに感謝し、虐待や性暴力被害に遭ったとい

う事実をそのまま受け入れて、本人の言葉を信じることが最も重要である。 

つまり、本人の身になって、痛みを伴う経験に真摯に耳を傾け、「あなたに本当

に起こったことなのね。私は信じます。」という婦人相談員の『心からの気持ちや

言葉』をまっすぐに伝えることが大切である。 

その上で、婦人相談員の方から「どうしたら私はあなたの助けになるかしら」と、

今、どんな支援を必要としているか、本人のニーズを尋ねることも一方策である。 

③虐待・暴力の責任が誰にあるか、明確に伝えること 

被害を受けた女性は「私にも非があった」「私が○○したから（○○しなかった

から）被害にあった」と、自分に原因があると思い込んでいる場合が多い。また、

相談者は加害者のいう理由付けを信じて、内面化している可能性もある。 

婦人相談員は、「このような被害が起きたのは、そのような状況に被害者が置か

れており（子どもがひとりで安全でないところにおかれていた、あるいは守られて

いなかった、また自宅にも学校にも安心できる居場所がなく、加害者が被害者に危

害を及ぼすことができる範囲にいたこと）、加害者が加害行為の意図をもって実際

に行動したからこそ、このような被害が起こったのであり、それ以外に理由はない」

という視点をしっかり持って対応しなければならない。相談者には、被害者ではな

く、加害者に責任があることを伝える。また、被害女性には「あなたは悪くない。

悪いのは加害者である」ということをしっかりと伝えることも重要である。 

 

④被害を打ち明ける際の重みやリスク、受けた衝動の意味を理解しておくこと 

 婦人相談員には、相談者に対して被害が与えた衝撃や意味を理解しようとする姿

勢が大切である。「忘れた方が楽なのではないか、いつまでも悲しんでいると辛い

から」、「家族（加害者が家族の場合）の恥は言わない方がいい」などの言葉は、

相談者をさらに傷つけることになる。 

また、被害時の詳しい記憶が抜け落ちたり、あまりにも辛い記憶は封印されてい

る可能性があるので、相談者が思い出せないことや、触れたくないこと（トラウマ

の痛みを伴う話）を性急に聞き出すことは、相談者の状況を悪化させてしまうおそ

れがある。本人が安心して話せる範囲で話してもらうことや、話さないことで自分

を守ることができることを理解しておく必要があり、本人にも伝えることが大切で

ある。 

虐待・暴力の影響を理解しておき、虐待や暴力被害の専門医（精神科医、児童精

神科医、産婦人科医）との連携を図り支援していくことが求められる。 

被害直後の急性期のケアと支援は、タイミングを失せず、本人の同意を得て妊娠

や感染症の検査、証拠採取などが必要になる。また、「急性ストレス障害」などへ

の対応が必要となるので、専門医療機関や被害者支援のワンストップセンターにつ

なぎ、同行支援を行う。 
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⑤安全確保と日常生活を取り戻す支援 

虐待や暴力被害を受けた人を支援する場合には、信頼でき、安全感や安心感を持

てる関係が特に重要である。相談者は裏切りや虐待経験により非常に深刻な恐怖を

抱えているので、自分や他人に対して、あるいは自分が生きる世界に対して、信頼

感を失い強い警戒心を持つようになる。子ども時代に虐待や暴力を経験した場合、

その傾向は更に強くなると考えられる。 

相談者の置かれている状況を理解し、何が相談者の安全の手立てになるかを見極

め、支援していく必要がある。そして、相談者にとって「何が安全で何が危険なの

か」を伝え、相談者が自分から危険を遠ざけ、「自分自身で安全な人や場所を見極

め、選びとり、創り出す」ことができるように支援していくことが重要である。 

１）相談者が加害者や現在の環境から離れることを望んでいる場合 

相談者が「現在の環境を離れたい」「施設に入所する意思がある」ことを、本人

に確認する。若年女性や少女の基本的人権を保障するため、「本人の自発的な意思

による避難」であることを確認し、書面に残すことも検討してよい。 

児童相談所と連携を取り、「自立援助ホーム」（※）の入所調整を取る。「自立

援助ホーム」入所は、本人と施設との契約になるので、保護者の承諾を必要としな

い。また、地域にある場合は、「子どもシェルター」などの施設入所手続きを取り、

同行支援する。 

必要に応じて生活保護主管課に同行支援し、ケース概要と経済支援の必要性を伝

える。本人の意思確認をもとに、生活保護の申請をする。 

＜扶養照会に関して＞ 

若年女性や少女が保護者から虐待や性暴力を受けている場合は、扶養義務者に対

して扶養の可能性を調査する際の方法や範囲に関して、被害を受けた女性や少女の

安全の観点から、適切に配慮するよう生活保護主管課担当に伝えることが重要であ

る。 

２）若年女性・少女の人権擁護のための法的対応 

保護者から「親権の侵害」であるという異議が出された場合は、法テラスや子ど

も虐待・子どもの人権・女性への暴力等を専門とする弁護士と連携協議し、若年女

性や少女の人権を擁護し、若年女性や少女の利益を守るための法的支援が必要とな

る。民法第 5条第１項但し書きの「単に、権利を得、または義務を免れる法律行為」

については、民法第５条第１項本文に規定される「法定代理人の同意」が未成年者

に義務づけられないという規定を適用できる場合もあるので、検討する。 

婦人相談員は、本人を精神的に支えながら、日常生活を少しずつ取り戻すことが

可能となるよう、児童相談所、学校、民間シェルター、生活保護主管課、弁護士、

医療機関、警察、区市町村の虐待対応課、児童家庭支援センター、保健所・保健セ

ンター等と連携・協働し、被害女性・少女を中心とした支援を行っていくことが求

められる。 
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【自立援助ホーム】 

自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）は、義務教育を終了した 20歳未満の児童で

あって、児童養護施設等を退所したものまたはその他の都道府県知事が必要と認めたもの

に対し、これらの者が共同生活を営む住居（自立援助ホーム）において、相談その他の日

常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業である。 

（３）活用できる施策・支援制度 

婦人保護事業（婦人相談所・婦人保護施設）、児童福祉法（児童相談所長の親権

停止・喪失申立、第 33 条の７など）、児童相談所、児童福祉施設（乳児院、児童

自立支援施設、母子生活支援施設）、民法（親権停止・喪失制度、民法 834条、834

条の２など）、精神保健福祉センター、地域若者サポートステーション（通称サポ

ステ、対象は 15 歳～39 歳）、若年無業者集中訓練プログラム、生活困窮者自立支

援制度 

（４）相談・支援における留意点 

すでに述べた通り、支援ニーズがありながら、相談・支援との距離があるのが若

年女性である。なぜ相談しないのか、相談しにくいのかに留意する必要がある。 

第一に、そもそも、若年女性や少女たちは、「相談してもよい」と思っていない。

自分が悪い、自分は汚れていると感じるなど、自分を責めている。たとえば、援助

交際で性暴力被害を受けたとしても、交流サイトを使った自分に責任があると思い

込んでいる。また、親や学校に知られたくないという気持ちも働く。「自分が悪か

ったと思わないと、自分が崩れてしまうから」という声にも耳を傾けたい。 

第二に、社会の被害者非難を若年女性自身が内面化していることである。「こう

いうものだと思い込まなければ、社会で生きてこられなかった」と少女たちは語る

（上記のbond Project報告書より）。 

第三に、若年女性は、被害を受けているという認識を持ちにくい状況にある。性

にかかわる被害があまりに日常化していることと同時に、性暴力や性的搾取につい

て知識を得たり考えたりする機会がほとんどなく、被害やその影響について理解し

にくい状態に置かれている。 

しかし、支援ニーズの放置は、その後の社会への信頼感の喪失につながり、就学・

就労の困難や人間関係のつくりにくさや自殺リスクへと容易に結びついていく。 

思春期や青年期は大人への成長途上の大事な時期であること、若年女性の親から

の性虐待や性暴力被害が深刻であるにもかかわらず、適切なケアが行われていない

ことに十分配慮する。また、10代は、自傷行為や摂食障害など心の悩みが身体症状

として出てくること、20代になるとそのような身体症状は落ち着くことが多いこと、

性暴力被害においても、10 代は親などからの性的虐待や強制わいせつが多く、20
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代になると強姦被害が多いことなど、年代による相対的な違いがあること、しかし、

どの年代でも、妊娠や中絶など性の健康や家族との関係に悩み、精神疾患をかかえ

がちなこと、若年女性に固有の複合的な困難（家族関係の悪化、居場所の喪失、精

神疾患・障がい、孤立、貧困、教育・就労機会からの排除、予期せぬ妊娠・中絶の

トラウマなど）があることに十分配慮し、相談者の社会的な背景や家族関係、学校

での状況、友人関係などに留意する。また、外国にルーツを持つ人びと、障がいの

ある人びと、ＬＧＢＴＩの人びとなど、多様な人びとへの配慮と人権尊重を怠らな

い。 

（５）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

機関：婦人相談所、福祉事務所、児童相談所、・発達障害者支援センター、地域若

者サポートステーション、ニートサポートネット 

施設：婦人保護施設、乳児院、母子生活支援施設 

 

〔教育関係〕 

学校等教育機関、教育委員会 

 

〔女性関係／暴力関係〕 

男女共同参画センター、自治体の性暴力被害救援センター・相談窓口 

 

〔医療／保健関係〕 

医療機関（産婦人科、精神科）、助産師・保健師、精神保健福祉センター 

 

〔就労関係〕、 

ジョブカフェ、ハローワーク 
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〔司法関係〕 

弁護士、弁護士会「子どもの人権 110 番」 

 

〔民間関係〕 

性暴力被害支援ワンストップセンター（性暴力救援センター全国連絡会） 

「よりそいホットライン」の女性専門ライン 

子どもシェルター（子どもシェルター全国ネットワーク等のHP参照） 

若年女性の支援を行っている民間団体 

カウンセラー 
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６．妊娠・出産 

（１）相談・支援のポイント 

妊娠期・出産期に生活困難に陥る場合は少なくなく、女性の年齢・相手（子の父）

との関係性・経済状況・相談に辿り着いた時期（妊娠週数）などによって、支援ニ

ーズは多様である。そこで、相談開始当初には、下記の図にあるように年齢や学歴、

子の父との関係性、インフォーマルサポートの有無、妊娠・出産をめぐる態様、心

身の健康状態（精神科既往歴、知的障がい・発達障がいの有無・可能性を含む）、

生活の困窮状況とその原因、女性自身の被害体験（被虐待経験、暴力被害経験、性

被害経験、性風俗産業経験）の諸点に留意し、女性の不安を丁寧に受け止めながら

傾聴する姿勢が大切である。 

 

【相談・支援のポイント】 

年齢・学歴 子の父との関係性 インフォーマル 
サポート 妊娠・出産の状況 

・年齢階層 

・学歴階層 

・婚姻関係 

・暴力の有無 

・連絡、交流状況 

・父親の考え 

・親族の理解や心理的
サポート 

・経済的サポート 

・同居家族の有無 

・準備状況 

・妊娠判明時期 

・出産の意思 

・中絶の意向 

    

心身の健康 生活基盤 女性自身の 
被害経験 危険性・緊急性 

・受診状況 

・傷病/障がいの有無 

・精神科既往歴 

・安定した居住環境 

・定期収入の有無 

・就労状況 

・被虐待経験 

・ＤＶや性暴力被害経
験 

・性風俗産業の経験 

・母体の状況 

 

そのうえで、女性が妊娠をどう受けとめているのかを把握し、出産して新生児を

養育する方向で支援してよいか見立てたうえで、子どもの養育が見込まれる場合に

は女性本人の養育への希望を尋ね、その後の支援の方向性を確認していく。 

①妊娠人工妊娠中絶の選択、②出産し子どもとともに生活、③出産ののち養育困

難で母子分離、など、女性自身の選択過程を支えるとともに、専門的見地から助言

と情報提供を重ね、支援施策や関係機関につないでいく。 

 

 

（２）相談・支援内容 

①生活基盤の安定 

■夫や子の父からの暴力によって住居を失ったり、妊娠して働けなくなったために

生活費に困窮したりするなど、生活基盤が不安定な場合が多い。 
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■居所がない（居所を失った）妊産婦の場合には、婦人相談所一時保護や母子生活

支援施設に緊急入所できるように調整する。 

■経済的に困窮している場合には生活保護制度につなげ、担当ケースワーカーと支

援方針や活用する社会資源について協議する。 

■妊産婦の受け入れが可能な婦人保護施設・母子生活支援施設・生活保護法による

宿泊所等が地域にある場合には、一時保護後の入所にむけて調整を進める。この

ような施設利用が困難な場合には、活用できる地域子育て支援策を検討する。 

②妊娠・出産のサポート 

■相談につながるまで、産婦人科の受診歴がない場合には、保健師と連携を図りな

がら、妊娠週数の確認や健康保険への加入状況を把握する。費用がなければ、保

健指導票の申請を案内するとともに、自治体の妊産婦医療費助成制度や入院助産

制度の情報を提供する。 

■出産費用が捻出できない場合には、Ａ：保健指導票の申請を案内、Ｂ：入院助産

制度の申請の検討、Ｃ：健康保険組合の出産一時金委任払いの助言、Ｄ：医療機

関に分割払いの相談を助言、Ｅ：無料低額診療所の利用の検討などをする。 

在宅での支援では生活の維持が困難な場合には、妊産婦を受け入れる母子生活支

援施設や婦人保護施設などを紹介する。 

■どの病院を選択するかなど、医療機関について不安がある場合には、保健師への

相談を助言する。受診に同行しながら、不安を和らげ、安心感を醸成する。 

③人工妊娠中絶 

■出産に迷いを感じられる場合、その背後に、１）子どもの父の問題、２）経済的

問題、３）今後の生活設計などどのような不安があるのかを傾聴し、気持ちの整

理をしつつ女性が自己決定できるよう支援する。 

■妊娠中絶を希望しているのであれば、初期・中期の処置の違いなどを情報提供し、

適切な時期に実施できるようにする。妊娠 12～21 週の妊娠中期における中絶に

ついては、陣痛誘発出産と同様の処置となることなど充分に説明する。 

■中絶費用がない場合には、Ａ：医療機関への分割払い相談を助言、Ｂ：貸付金制

度の利用を案内、Ｃ：生活保護の利用を検討する。中絶費用は母体保護法の適用

であれば生活保護による対応も可能。貸付で仕事に復帰可能ならば、中期中絶は

死産の扱いで国保・社保の出産一時金の対象となる。 

■妊娠 22 週以降の妊娠後期には、中絶はできない。中絶を希望しているにも関わ

らず妊娠後期であるがために実施できない場合には、子どもの出産後の選択肢と

して乳児院や特別養子縁組などの制度があること提示し、出産後の子どもの福祉

の確保に向けて方向付けをする。 

④子どもの養育 
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■望まない出産（予期せぬ妊娠による出産）の場合にも、新生児に関わることによ

って子どもと生活したいという気持ちが芽生えてくることもあるため、気持ちが

変化して養育を希望した場合の対応についても、あらかじめ関係機関とともに考

えておく。乳児院に子どもを預けた場合、乳児院に定期的に面会に通うようにし、

本人の気落ちや親子関係、子育ての状況などの様子をみて、親子再統合について

検討する。アパートなど自宅での育児に移行するにあたっては、関係機関と連携

しながら育児の支援体制を整える。また、母子生活支援施設では施設内保育や補

助保育を通して支援の提供があるため、積極的な利用も検討する。 

■養育が見込めないと思われる場合は、過去・現在の精神科診療情報、過去の児童

相談所の記録、障害手帳の有無などの情報も収集し、客観性をもって検討したう

えで、児童家庭支援センターや児童相談所とも協議を開始する。 

母子分離になる場合はあらかじめ出産した病院に伝え、母乳を止めるなどの処置

を含め、本人への配慮を依頼する。 

母子分離後の女性本人の方向性について、在宅での生活が難しい場合には単身女

性として受けられる支援について説明し、見捨てられることはないという安心感

が得られるよう支援する。婦人保護施設や生活保護法による施設（宿泊所・宿所

提供施設等）の入所に向けて支援する。 

■出産後、子どもを戸籍に登録したくないという場合や子どものことを女性自身の

親に知られたくないという場合には、戸籍制度の概略を説明する。また、子の父

が夫ではない場合などには、家庭裁判所への相談を案内する。 

※性暴力による妊娠の場合には、58頁を参照。 

 

「妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について」 

【平成 23年７月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知より抜粋】 

雇児総発 0727第１号・雇児福発 0727 第１号・雇児母発 0727 第１号 

〔各相談窓口での対応〕 

相談者は、「妊娠を周囲に知られたくない」、「出産する費用がない」、「育児に自信

がない」等といった多岐にわたる悩みを抱えていることを踏まえ、各相談窓口においては、

以下に留意しつつ対応すること。 

（１）相談者が匿名を希望した場合であっても相談に十分応じること。 

（２）相談者の悩みに応じて適切な相談機関に相談を繋ぐこと。また、助産施設や里親制

度等、社会的養護又は婦人保護制度による保護・支援制度について情報提供を行うなど

の対応をすること。 

（３）関係団体やＮＰＯ法人などが実施している相談事業も必要に応じて活用し、対応可

能な相談機関に確実に相談を繋げることとし、相談者の出産後に子どもの養育上の問題

等が想定される場合には、相談を引き継いだ機関をはじめ、各関係機関が十分連携を図

りながら継続して切れ目のない援助を行うこと。 
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（３）活用できる施策・支援制度 

 
妊娠等に関する相談窓口 ※各都道府県等で設置、周知 

女性健康支援

センター 

○女性のライフ

ステージに応じ

た健康相談（妊

娠、出産に係る

悩みについての

相談を含む） 

実施主体⇒ 

都道府県・指定

都市・中核市 

児童相談所 

○養育困難に

かかる相談 

施設入所 

特別養子縁組

を含む里親委

託 

実施主体⇒ 

都道府県・指

定都市・児童

相談所設置市 

保健所 

○母子保健に

ついての知識

の普及（妊娠、

分娩、出産、

育児等につい

ての相談） 

実施主体⇒ 

都道府県・政

令市・中核

市・特別区 

市区保健センター 

○母子保健についての知

識の普及（妊娠、分娩、

出産、育児等についての

相談） 

○妊産婦・その配偶者等

に対する妊娠、出産、育

児に関する保健 

実施主体⇒ 

市区（特別区を含む）、

政令市 

福祉事務所 

○下記についての相談・対応 

生活相談（生活保護申請） 

児童家庭相談（家庭児童相談室等） 

要保護女子・配偶者等からの暴力

（ＤＶ）等の相談（婦人相談員） 

入院助成制度の利用 

母子生活支援施設の入所 

実施主体⇒ 

都道府県・政令市・中核市・市（特

別区含む）・福祉事務所を設置す

る町村 

婦人相談所 

○要保護女

子・配偶者等

からの暴力

（ＤＶ）等被

害者（福祉的

支援の必要な

妊産婦含む）

への相談・対

応・保護 

実施主体⇒ 

都道府県 

相談内容に応じて他の相談機関を紹介し連携  

 

保護・支援制度 

助産施設 

○経済的理由により入院助

産を受けることができない

場合において、当該妊婦か

らの申込みがあった場合

に、助産施設において助産

を実施。 

例）生活保護世帯、市町村

民税非課税世帯。また、所

得税課税世帯の妊産婦で所

得税 8,400円までの者（出

産一時金が 42万円以上（産

科医療保障制度３万円含

む）以上支給される者を除

く） 

利用決定機関⇒福祉事務所 

里親 

○保護者の

ない児童ま

たは保護者

に監護させ

ることが不

適当である

と認められ

る児童の養

育を委託す

る制度 

措置機関⇒ 

児童相談所 

養子縁組（特別養子縁

組・普通養子縁組） 

○普通養子縁組：家庭裁判

所の許可により成立。（民

法第 792条以下に規定） 

○特別養子縁組：家庭裁判

所の審判により成立。実親

との親子関係が終了する。 

○里親が養子縁組を希望

し、子どもが適合する場合

には、児童相談所は里親委

託から、養子縁組への移行

を支援する。 

○望まない妊娠で保護者の

養育できない・しない意向

が明確な場合、特別養子縁

組を前提とした新生児里親

委託の方法が有用。 

乳児院 

○乳幼児を

入所させ

て、養育し、

併せて退所

した者につ

いて相談そ

の他の援助

を行う施設 

措置機関⇒ 

児童相談所 

母子生活支援施設 

○配偶者のいない

女性とその監護す

べき児童を入所さ

せ、生活を支援す

る。 

※都道府県婦人相

談所が一時保護の

委託契約を締結し

ていれば妊産婦の

保護も可能で、出産

後も母子入所継続

が可能。 

利用決定機関⇒ 

福祉事務所 

婦人保護施設 

○要保護女子、Ｄ

Ｖ等の被害者で保

護が必要な女子等

を入所させ、自立

に向けた支援を行

う。 

（妊産婦の保護も

可能。必要であれ

ば、新生児も含め

子も同伴入所可

能。） 

措置機関⇒ 

婦人相談所 

出展：厚生労働省資料をもとに作成  

１）妊娠・出産、中絶費用 

〔妊婦検診〕 

市区町村によって回数や内容は異なるが、妊娠の届出を行うと、妊婦健診を公費

負担により受診することができる（一部、自己負担が発生する場合もある）。 

〔出産育児一時金〕 

出産は保険診療対象外のため、分娩機関への出産費用の支払いは全額自己負担に

なる。そのため、出産費用に対して経済的負担を減らすために「出産育児一時金」

ＮＰＯ、各団体等 
〇妊娠についての相談等 

日本助産師会による電話相談、NPO法人に

よる妊娠かっとう相談 

〇養子縁組あっせん事業者へのあっせん等 

産科等医療機関 

特定妊婦への支援や必要

な情報提供及び相談窓口

の紹介。市区との連携等。 

妊娠等に関する相談 

（望まない妊娠含む） 
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が支給される。「直接支払制度」「受取代理支払制度」「産後申請方式」がある。

どの支払方法に対応しているかは、分娩機関へ問い合わせる。給付額については、

加入の健康保険組合や自治体によって、付加給付がある場合もある。 

〔入院助産（出産費用の助成）〕 

出産に当たって、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病院または

助産所に入院できない妊産婦を対象に、その費用を助成する制度。 

〔助産施設〕 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることが

難しい妊産婦が入院し、助産を受けることができる施設。主に産科病院や診療所、

助産所が助産施設として指定されている。 

〔その他、企業による経済的支援〕 

出産奨励金や出産祝い金などの一時金を支給している企業もある。 

２）育児休業中の経済的支援 

〔育児休業給付〕 

育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して６か月

経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがある。 

〔社会保険（健康保険・厚生年金保険）の保険料免除〕 

育児休業期間中の社会保険料は、育児休業等を開始した日の属する月からその育

児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間（ただし子が３歳に達す

るまで）について、被保険者負担分および事業主負担分ともに保険料が免除される。 

３）経済的支援 

〔生活保護（婦人相談所・婦人保護施設の場合は医療単給）〕 

生活保護法においては、生活に困窮している者に対し、生活扶助、住宅扶助、出

産費用として出産扶助など、困窮の程度に応じて必要な保護を行うこととされてい

る。生活保護新生児衣料費で出産準備品も賄える。 

〔母子世帯の場合：児童扶養手当〕 

児童扶養手当については、110頁を参照 。 

〔乳幼児等医療費の助成〕 

医療保険制度における自己負担について、その費用の一部を各自治体が助成する

制度。自治体によって所得制限や年齢の上限等が異なる。 

４）一時保護・入所施設・里親 

〔婦人相談所一時保護、婦人保護施設、生活保護法による施設や宿泊所〕 
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〔母子生活支援施設〕 

支援を行うことが特に必要であると認められる妊産婦にあっては、婦人相談所が

行う一時保護委託として母子生活支援施設を利用することができる。出産後は、通

常の入所に切り替えることにより、妊娠段階から出産後まで一貫した母子の支援を

行うことができる。 

〔乳児院〕 

出産後、何らかの事情で家庭での養育が困難となった乳幼児を受け入れて養育し、

退所した児童について相談その他の援助を行うことを目的とした施設。入所中は、

看護師、保育士や児童指導員など専門職員が、乳児の心身及び社会性の健全な発育

を促進するための養育を行い、病気や障害のある子どもへの対応や親支援を行う。

児童相談所が入所措置を行う。 

〔里親、養子縁組〕 

里親制度は、保護者のない児童または何らかの事情により家庭での養育が困難と

なった子どもを家庭的環境の下での養育を委託する制度。養育里親研修を受講した

者を都道府県等が認定し、児童相談所が子どもと里親との適合を行い、委託する。 

養育できない・養育しないという保護者の意向が明確な新生児については、妊娠

中からの相談を含め、出産した病院から直接里親の家庭へ委託する特別養子縁組を

前提とした委託の方法がある。特別養子縁組は６か月以上の養育状況を踏まえ、家

庭裁判所の審判により成立し、戸籍上は養親の実子として記載されることになる。

また、家庭裁判所の許可による普通養子縁組の制度もある。 

５） 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士等が

その居宅を訪問し、養育に関する助言等を行うことにより、適切な養育の実施を確

保することを目的とした事業。若年の妊婦、妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等

の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦など、ハイリスク妊婦と想定さ

れる場合、事業の活用が望まれる。 

６）女性健康支援センター 

身体的、精神的な悩みを有する女性に対する相談を行うこととされており、平成

23年度から、特に妊娠に悩む者に対する専任相談員を配置することができるとされ

た。 

 

 

（４）相談・支援における留意点 

■人工妊娠中絶を選択した場合には、心身の状況に配慮する。特に妊娠中期の中絶

の場合には、心身のダメージが大きいため、フォローを要する。 

■精神科受診が必要な場合は、受診を勧め同行する。保健師と協議し、同行等の支

援を分担することもある。 
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■出産後に母子分離をした場合には、単身女性としての自立支援が重要となる。ま

た、避妊についての情報提供や支援が必要となることも多い。 

■若年、被虐待歴、精神科既往歴、知的障がい・発達障がいの有無（可能性を含む）

暴力被害経験・性被害経験によるＰＴＳＤ、未婚、出産経験はあるが養育してい

ない、生活困窮、性風俗産業経験、健康状態などは、新生児を養育する時のハイ

リスク要因である場合があるので、丁寧な聞き取りによる見立てが必要。また、

適切な支援につなげることにより、安全な育児を確保する。 

■出産した子どもの他にも自分の子どもがおり、かつ養育していない場合は、分離

になった経緯について、その当時の地域の児童相談所に照会することが、判断の

参考になる。 

■婦人相談所で心理面接・精神判定を実施することも、支援を検討する際の資料と

なる。 

（５）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

機関：婦人相談所、福祉事務所、児童相談所、児童家庭支援センター 

施設：乳児院、母子生活支援施設 

 

〔医療／保健関係〕 

医療機関（入院助産指定病院・産婦人科等）、保健所／保健センター 
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７．精神疾患や知的障がいを抱えた相談者 

（１）相談・支援のポイント 

〔精神疾患を抱えている相談者〕 

地域社会における精神疾患を抱えている人への偏見は依然強い。その偏見をなく

すためにも、精神疾患や知的障がい者への理解について市民意識を高めることも婦

人相談員の大きな役割と言える。 

判断力や思考力の不十分さがあり、周囲からも適正な評価を得られず、生活のし

づらさが簡単には解消できない場合にも、婦人相談員のサポートにより、自信を持

って「自分らしく生きる」道を歩んでいくことができる。そこで、金銭管理、健康

管理などきめ細かな継続的な見守り支援が欠かせない。なかなか積み重ねができな

い場合もあるが、当事者の主張を尊重し、温かく支える関係を創り出すことが肝心

である。 

精神障がい者は、罹患から回復過程まで、自信と自尊心が低下し、本来持ってい

る能力が発揮されない状態に置かれる。本人自身も病気への自覚（病識への認知）

が持ちにくく、実際は「眠れない、イライラする、不安」などの症状が出ていても、

受診につながるためには周囲の理解とサポートが必要になる。特に家族も病気への

理解が不十分である場合も多く、保健師に相談するなど、家族の協力を得られるよ

うにする。また、入院が必要になった場合、入院への理解を促し、安心してもらう。

入院が生活の静養・休養・薬の調整を目的とした「治療」のひとつであることを伝

える。 

入院については、「任意入院」と「医療保護入院」「措置入院」がある。「任意

入院」は、本人の同意に基づき、本人が自ら入院を希望しての入院である。自らの

申し出により退院することもできる。入院の形態としては、本人尊重の視点からも

望ましい入院の形態である。「医療保護入院」は、精神保健指定医＊が、本人の医

療及び保護のために入院が必要と判断しているが、本人が入院に同意しない場合、

保護者の同意により入院となるものである。保護者とは、後見人・保佐人・親権者・

配偶者・扶養義務者のことを言う。該当者が全く不在の場合は市町村長が保護者と

なる。病状の改善などにより、任意入院に切り替えられるが、主治医に相談し、本

人の同意を得て決める。暴力等の行動化がみられる場合は、「措置入院」となる。

これは、入院しなければ自傷他害の恐れがある場合、都道府県知事の権限による入

院の形態である。措置入院は精神保健指定医２名以上の診察により必要と認められ

ることが求められる。措置入院した後で病状が改善されれば、任意入院に切り替え

られる。 

*精神保健指定医；精神医療の経験や資質など一定の基準を満たした医師で「精神保健指定

医」として定められている。任意でない入院・行動制限などの人権にかかわる医学的判定

を行えるのは「精神保健指定医」に限られている。 

退院については、地域生活に戻るためにきめ細かく、かつ具体的な日常の生活支

援へのアドバイスが求められる。地域生活サポーター等の協力を得る。再発防止の
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ために特に重要なのは服薬管理、食事、通院方法、必要な諸手続きのサポートなど

日常生活の支えである。主治医を中心にチームで定期的な見守り体制を持たれるこ

とが望ましい。 

 

〔知的障がいを抱えている相談者〕 

知的障がいを起こす要因には、生理的要因（脳の発達障害による）、病理的要因

（脳の病気、損傷により知能の発達が妨げられるもの）、心理・社会的要因（知的

発達に不適切な環境に置かれている。例；児童虐待）がある。婦人保護事業により

支援している知的障がい者は、中度（ボーダー）の女性が多い。 

生育家庭にも課題があり、知的障がい者施策による支援を受けられなかった場合

には、女性たちの生活モデルは脆弱である。そのため、自己の生活経験の中のみで

学んできた無防備で安易な部分が習得され、性的被害にも巻き込まれやすい。理解

力の未熟さから自分自身への自尊感情、自己肯定感などがなかなか持てず、「自分

が悪いから」と自らを責めてしまう。地域生活ができないわけではないが、様々な

面で継続的な見守り支援が必要になる。愛着関係が希薄なために、常に満たされな

い関係性への不全感があり、その感情を処理できず時には暴言・暴力的行動が伴う

こともある。 

社会に出るためのハードルは高いが、手帳の取得で障がい者施策の利用が優先さ

れるようになると、就労に関しても障がい者雇用枠による採用があり、就労の現場

にジョブコーチが出向くなど丁寧なサポートが行われるようになる。その結果、社

会との接点が強化される。 

 

〔発達障がいを抱えている相談者〕 

発達障がいは、脳機能の発達が関係する生まれつきの障害である。コミュニケー

ションや対人関係をつくるのが苦手であるため、その行動や態度から周囲から誤解

をされやすい。「困った人」と見られ、近づかないなど、避けられてしまう場合も

少なくない。社会的な認知が低いため、「親のしつけや教育の問題」とみなされが

ちだが、脳機能の障害という理解があれば、周囲の接し方もかなり違ってくる。ま

ず「発達障害」を知り、「障害特性」を理解することが大切である。 

 

【障害特性】 

広汎性発達障害（自閉症・アスペルガー症候群＝コミュニケーション能力や社会性に

関連する脳の領域に関係する発達障がいの総称）、注意欠陥多動性障害（ＡＤ／ＨＤ=じ

っとしていられない、集中できない、考えるよりも先に動くなど）、学習障害（ＬＤ=知

的な問題はないが学んだり、行ったりすることに著しく困難を示す）、トウレット症候群

（多種類の、運動チック）、吃音（どもるという話し方） 

 

以上の障害特性を充分に理解することで、関係性が取りやすくなり、本人の訴え

も理解のもとに聞くことが出来る。支援者が時間的ゆとりを持つことも大切である。

関係性の構築にもどかしさを感じることがあっても、相談者から学ぶことも大きい。
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また、一人一人の背景にある生活史や個性などを考慮した支援の視点が欲しい。日

常の生活を抱えている保護者への支援や、病院・行政などとの連携も重要である。 

（２）相談･支援内容 

具体的な支援内容として、下記の事柄が想定される。 

・医療機関に関すること 

・受診に向けた相談 

・心とからだに関する相談 

・家族との関係についての相談 

・異性に関しての相談 

・今後の生活への不安 

・金銭管理への相談 

 

〔精神疾患を抱えている相談者〕 

相談者は、おもに次のような場合がみられる。 

1)精神疾患を患うことで生活困難があるうえ、離婚となったり失職したりしてよ

り困窮し、地域や親族・交友関係からも疎遠になる。孤立状況を深め、生活歴や環

境の不安定さから相談につながる女性。 

2) ＤＶ、性暴力、性虐待、セクシャルハラスメントなど、女性に対する暴力被

害を受け、心身共に傷つき、更に生活困難等さまざまな困難に直面し、精神疾患を

発症して相談につながる女性。 

いずれの場合にも、医療機関をはじめ関係機関と連携し、相談者の疾患の特性、

症状、生活状態に合わせた支援が必要とされる。 

①精神疾患から様々な困難を抱えている女性への対応 

①の相談者は、適応障害、気分（感情）障害、不安障害、統合失調症、双極性障

害（そううつ病）、重度うつ病、パーソナリティ（人格）障害など、診断はさまざ

まであり、また、抱えている問題も多様である。精神疾患には、再発するリスクは

あるものの、ある程度回復可能な疾患と、中期的な治療を続けながら生活していく

疾患や、入院加療が必要とされる疾患等がある。 

医療資源については、各都道府県に設置された精神保健福祉センターや保健所／

保健センターで把握しているため、これらの機関と連携して地域の医療機関を活用

していくことが求められる。 

支援する際には、医療機関での診断や治療方針を踏まえて、症状に応じて支援制

度や社会資源を活用していけるように情報提供をしていく必要がある。 

精神疾患を抱える人は、症状の安定や軽快が重要である。疾患を抱えながらその

程度に応じた生活設計をし、生活を支える制度や資源の情報を提供し、活用してい
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けるよう支援していく。重度で長期に医療機関にかかる場合は、自立支援医療制度

の活用がある。また、障害福祉制度には、生活を支えるさまざまな資源がある。本

人の希望を聴き、自治体の担当者と連携し地域の相談支援やヘルパー利用、日常生

活の場の確保等生活を支えるサービスの利用を検討していくことが必要である。ま

た、精神科医、保健師、生活保護のケースワーカーと連携しながら、本人の日常生

活における困難や不安（金銭管理、家族関係、異性関係など）、心や体に関する悩

みを聴き取り、寄り添いながら根気よく支援していく必要がある（「第Ⅲ部－２ ２．

健康・医療」参照）。 

また、摂食障害、アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症は、専門の治療機関

を受診する必要がある。回復プログラムを有する自助グループも、依存症からの回

復に有効である。これらの医療や自助グループの資源については、精神保健福祉セ

ンターや保健所／保健センターに問い合わせてみると良い。 

なお、支援していく上で留意したいのは、これらの依存症の症状を「虐待や暴力

などの被害や生活困難を生きのびるための対処法（工夫）」としての症状として捉

える視点を持つことである。依存症の背景に被害が隠されている場合もあるためで

ある。 

 

【医療機関につながりにくい場合】 

・病識（自分が病的状態であるという認識）がない場合である。統合失調症や依存症に

はたびたびみられる状態である。症状の中核でなくとも、本人が困っていること―不

眠や対人不安など、付随する症状から受診につながる場合もある。 

・自助グループを案内する場合は、「同じ症状を持った仲間がいる」等を伝える。それも

難しい場合は、保健師に相談し、本人に寄り添いながら根気強く本人の現状やこれま

での困難が疾患に由来することを伝えていく。 

・また、医療機関を拒否したり、治療を中断している場合がある。一つは、医療費の支

払いが困難な場合である。本人との相談の中で解決策を提案していくことで、受診に

つながったり、医療機関受診のメリットとして、本人が苦しんでいることや症状に焦

点をあて、医療機関を受診することでそれらが解決の方向につながっていくことを伝

えることで、受診につながる場合がある。 

 

②女性に対する暴力被害からの精神疾患への対応 

１）危機対応の支援 

■急性期のケアと支援 

性暴力被害や性虐待被害など衝撃的な出来事の直後に、被害者に適切なケアと支

援を提供することが重要である。相談初期に被害者が適切なケアや支援を受けるこ

とができたかが、トラウマ体験からの発症を抑える要因となるという考え方がある。 

日本でも早期発見と初期の安全で的確な対応や、多岐にわたる総合的支援（医療、

心理、弁護士、警察、アドボケイト）の重要さが認識され、各地に被害者支援のワ
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ンストップセンターが設立されるようになっている。 

■被害者の影響 

暴力被害者が経験する被害の実態は、身体的反応と情緒的反応の両面である。身

体的反応としては、身体的外傷、骨格筋の緊張、消化器官の不快感、泌尿器、生殖

器の外傷などがある。情緒的反応としては、殺されるのではないかという強い恐怖

心、屈辱感、怒りなどの情緒的反応があらわれることがある。そのほかにも、次の

ような様々な症状の実態が報告されている。いずれも、暴力被害からの深刻な影響

を示すものである。 

・安全や安心感の喪失（慣れ親しんだ世界が変わってしまった、日常を失う、仕事

を失う） 

・現実感の喪失、この世界が現実ではないという感覚、または周囲の環境から隔絶

され、自分はそこにいないという感覚 

・周囲への不信感 

・事件の起きたその時に自分は何もできなかった無力感と自分に対する自責感 

・震え、動悸、冷や汗や手足が冷たくなる 

などの様々な症状の実態が報告されている。暴力被害からの深刻な影響を示すも

のである。 

■支援内容 

・被害直後には、安全な場と安心できる温もりのある支援者とのつながりが支援と

なる（ただ傍に共にいる。体には触れない）。 

・過酷な状況を「生き延びた」被害者を尊重し、本人の同意や希望が常に優先され

ることが肝心である。 

・安全の確認：加害者からの再被害の危険、加害者に家・職場・学校などの住所・

電話番号・アドレスを知られているかどうか、被害後の脅しや呼び出しの連絡の

有無などなどを把握する必要がある。 

・危機対応：身体的受診、急性外傷後ストレス障害の可能性も視野に入れ、本人に

丁寧に情報提供し、本人同意のもとに、被害者支援のワンストップセンターや地

域の産婦人科（性感染検査、緊急避妊ピル等）や医療機関に同行支援する。 

・日常生活の困難や恐怖が大きい場合は、安全な居所を提供し、本人の意思確認の

もとに入所手続きを取り、同行支援する（婦人相談所、シェルターなど）。 

・暴力被害の理解と症状について、正しい知識を提供する。（詳しくは、「第Ⅲ部－

１ ２．性暴力被害者、３．売買春、５．若年者」参照）。 

２）中長期に続く精神疾患がある場合の支援 

子どもの頃や思春期の頃の性暴力やいじめ、性虐待や直近のＤＶ被害等、長期に

わたり繰り返される暴力被害から、「ＰＴＳＤ」「解離性障害」などを発症する場

合がある。 

更に長期にわたって暴力が繰り返されることによって「複雑性外傷後ストレス障



- 94 - 

害（複雑性ＰＴＳＤ）」の症状を示す場合があるが、これらの症状はその環境を生

き延びるために持たざるを得なかった適応症状であると説明されている（ジュディ

ス・Ｌ・ハーマン『心的外傷と回復』みすず書房、1996年）。 

被害者が、自分の症状について、人格の問題ではなく、反復性外傷経験による被

害の結果であると認識できることは大きい。被害者が症状に対しての適切な理解が

持てるよう、相談者からの基本的情報の提供が求められる。本人の同意のもとに、

女性に対する暴力被害に理解がある精神科医の受診や治療、臨床心理士によるセラ

ピーにつなげ、支援の目標や方法を模索し、心身の安定が図れるよう継続した支援

が求められる。 

３）精神障がい者保健福祉手帳取得について 

精神障がい者保健福祉手帳は、自立と社会参加の促進を図ることを目的として交

付される手帳である。この制度に該当するかどうかは、主治医による確認が必要で

ある。また、初診から６か月が経過していないと申請はできず、有効期間は２年で

ある。２年を過ぎて、なお障がい状態にある人は更新申請が可能である。この制度

の根拠法である精神保健福祉法では、「精神障がい」について医学的概念を用いて

疾患（病気）として捉えている。つまり、この法律で「精神障がい」というときは、

ごく軽度の精神疾患や短期的な精神疾患を含み、対象者の範囲が広がっている。 

利用できる主なサービスは、各区市町村、手帳の等級によって異なるので、区市

町村の窓口である保健センター、または障がい者福祉課に問い合わせ、確認する必

要がある。 

 

〔知的障がいを抱えている相談者〕 

知的障がい者は乳幼児健診等で発見されることが一般的だが、特に障害の程度が軽

度や中度だと症状が見過ごされ、福祉的支援につながる機会をもてないままする場合

がある。そして、性産業による性的搾取にあったり、男性との関係の中で性暴力被害

の被害を受けたり、予期せぬ妊娠に遭遇したりして、婦人相談員の支援につながるこ

とが多い。婦人相談の現場では、成育環境も比較的安定しており、特別支援学校を卒

業して、生活介護や就業継続支援事業所等に通う知的障害者像は全体の一部である。

生育家庭に課題があり、特に実父、継父、実兄から性虐待被害や心理的虐待を受け、

福祉的支援とつながる機会をもてないまま、自分一人ではどうすることもできない生

活の困難さを抱えている相談者が存在することに、留意が必要である。 

相談・支援をする上では、以下について留意する必要がある。 

■本人が生活のしづらさや、家族や他の人々との関係をどのようにとらえているか、

今後どのような支援を受けていきたいかを大切にして、本人に寄り添い一緒に考え

ていくプロセスが重要である。 

■福祉サービス（※療育手帳の取得など）や婦人保護事業の支援（婦人相談所、婦人

保護施設など）について、一度に多くの情報提供をせず、本人の理解に合わせて丁
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寧に説明する。手続きなどには同行し、コミュニケーションの支援をするなどの配

慮をもって対応することが重要である。 

■性的被害を受けている場合は、本人が被害をどのように受け止めているのかを理解

し、本人の理解度に合わせて根気よく、性被害の基本情報を伝えていく必要がある。

面接の中で確認された重要な事項や提供した情報については、本人の理解が追い付

いているかその都度確認することが望まれる。また、被害を誰にも理解されず、一

人で耐え生きぬいてきた生命力や勇気に対して受けとめ、尊重していくことが大切

である。 

必要に応じて知的障がいについて専門的知見を有している関係者の協力を得て、

「性に対する正しい情報や意に添わない不快な性行動から自分を守る予防法や予

防プログラムの開発」も実施していく必要がある。 

また、命に関わる身体的虐待や性虐待が深刻な場合には、加害者から離して保護

する必要がある。本人が現在の環境から離れることを望まない場合は、本人と向き

合い希望を聴き、加害者から離れることや一時保護を拒む要因について話し合って

いく必要がある。 

虐待が家族の中で起こっている場合は、家庭も生活に困窮等の問題を抱えている

場合が多くある。障害者福祉課や自立支援機関と連携し、家族全体の状態や被害の

状況、加害者の危険度をアセスメントし、被害者保護を中心に家族を支えるプラン

を立てていく必要がある。その際、婦人相談員が被害者を支え、他の家族を支える

機関と役割分担して対応し、支援していくことが求められる。 

４）療育手帳について 

療育手帳の取得は、市区町村の障がい者福祉課が窓口になる。手帳を取得した場合

は、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成 26 年

４月)に基づく障がい福祉サービスが活用できる。また、手帳を取得することで、「障

がい者の雇用の促進等に関する法律」(平成 25 年一部改正)の活用により、障がい者

雇用で配慮を得ながら仕事を得ていくことが可能になる。 

療育手帳は申請が基本であるが、相談者の中には手帳を取得することにマイナスの

イメージがあり、望まない場合もある。本人に対して、手帳取得によって受けられる

支援やメリットをわかりやすく説明し、本人の気持ちに添って丁寧に考えていくプロ

セスが重要である。本人がどのようなところに生活上の困難を抱えており、今後どの

ような支援を受けることを望んでいるのかを主眼に、本人の選択を尊重する態度も必

要になる。 

利用できるサービス内容は、区市町村や手帳の等級によって異なるので、窓口での

確認が必要である。 

※「療育手帳」（知的障がい者としての証明書）は全国的な呼称で、東京都の「愛の

手帳」、埼玉県の「みどりの手帳」など、都道府県によって異なる例もある。 
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（３）活用できる施策・支援制度 

〔地域にある相談機関〕 

保健所／保健センター、精神保健福祉センター、福祉事務所、地域活動支援セン

ター、民間の相談支援事業、地域生活サポーター 

〔経済的な支援〕 

自立支援医療（精神通院医療費の公費負担）、生活保護費、生活保護医療単給、

障害年金、傷病手当金 

〔生活を支える制度〕 

成年後見制度、地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）、療育手帳、精

神保健福祉手帳、障害者福祉サービス（障害者総合支援法）、退院促進支援事業、

障害者虐待防止センター 

〔住まいを支える支援〕 

ケアホーム、グループホーム、ショートスティ 

〔就労を支える制度〕 

ハローワーク、障害者就労促進協会、地域障害者職業センター、就労移行支援、

就労継続支援、Ａ型、Ｂ型 

（４）相談・支援における留意点 

相談者への面接をしていて、なかなかコミュニケーションがとりにくい、こちら

からの情報がはいりにくいと感じた場合、「障がい」という視点が必要となる。こ

れはレッテルを貼ることではなく、こちらからの情報がどうしたら届くかという視

点で物事を捉えていくことにつながる。 

たとえば知的障がいが疑われる場合、婦人相談員は、わかってもらおうと言葉を

たくさん並べて自分の伝えたいことを話しがちだが、そのような方法ではただ混乱

を招くだけなので、まず「これだけは伝えたい」ということを一つだけに絞ってシ

ンプルに話すことが必要である。一度にいくつものことを言わず、時間がかかるこ

とを厭わずに、丁寧に、伝わると信じて伝えるよう配慮する。その際、子どもに話

すような話し方ではなく、敬意をもって相手のプライドを傷つけないように伝える

ことが重要となる。面接も長時間になると混乱するので、短時間にして何回かに分

けて面接する方が有効となる。知的障がいの方は積み重ねができるので、ひとつ一

つ丁寧に伝えていくことによって、結果としてこちらが伝えたいことをすべてでは

なくても伝えられる。 

また、こちらの感情が伝わりにくい、発達障がいの疑いがあると思われる方には、

「どうしたら伝えられるか」という視点で考えていく。多くの方は視覚優位である

ため、耳からの情報よりも目からの情報のほうがわかりやすい。そこで、メモで書
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く、図解する、カレンダーを利用して書くなどの工夫をする。また、ご本人が「こ

の方がわかりやすい」と言ってくれる場合もあるので、自分で言える状態であれば、

ご本人から適切な方法を教えてもらう。 

また、障害者施策は日常生活が困難な重度の方や中度の方たちが支援の中心とな

っているため、軽度の方たちは施策から取りこぼされてしまいがちである。学校教

育や家庭で障がいを見過ごされると、社会への適応が難しい状況につながっていく。

そのなかで性産業に巻き込まれたり、暴力被害にあうことが多い。相談に来所され

た際に、「障がいについては福祉の領域であり、婦人保護事業の領域ではない」と

して受け入れないことは、女性たちを「支援」から排除してしまうことになる。ま

ずは受け入れることが大事である。最終的には障害福祉課とも連携をとり、障がい

施策に結びつけるようにする。 

（５）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

機関：婦人相談所、福祉事務所 

施設：婦人保護施設、母子生活支援施設 

 

〔医療／保健関係〕 

医療機関（精神科・訪問看護）、保健所／保健センター、精神保健福祉センター 

 

〔就労関係〕、 

ハローワーク、就労継続支援事業所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活

支援センター 
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８．家庭不和／離婚 

（１）相談・支援のポイント 

離婚は 2000 年（平成 14 年）の約 29 万件をピークに減少傾向にあるが、なお、

年間約 23万件を数える（平成 25年、厚生労働省「離婚に関する統計」）。婦人相談

の現場でも離婚相談は多い。離婚相談では、離婚するかどうか迷っている場合や離

婚したくないのに夫から離婚を迫られている場合、すでに離婚を決意したものの、

子どもや財産のことで夫婦間の合意ができず離婚できない場合など、さまざまな相

談が寄せられる。 

離婚するには相当のエネルギーを必要とし、その決断も容易ではない。あれこれ

逡巡し、気持ちが揺らぐことは避けられない。人びとの離婚観が変化し、離婚に対

する社会的評価も「人生のやり直し」へと変化してきたが、依然として、女性が離

婚を決断する際のハードルは高い。母子家庭の所得の低さや非正規雇用の拡大など、

経済力が最大の要因であることは今も変わらない。また、子どもがいる場合は、離

婚が子どもに与える影響や父を奪うことへのうしろめたさ、子どもの養育や教育へ

の経済的不安など、悩みは尽きない。さらには、「それまでの生活を手放すことへ

の未練」もあるかもしれない。 

実際、離婚の選択には、離婚後の生活・経済、すまい、住宅ローン、仕事、財産

分与や慰謝料、戸籍や姓などの問題に加え、未成年の子どもがいる場合は親権や養

育費、面会交流、子どもの生活や学校など、複雑な問題が絡んでくる。そのため、

相談者には不安や危機感が強く、離婚の決断への迷いがあるのは当然かもしれない。

婦人相談員には、相談者が安心して相談できるように、相談者の気持ちに寄り添う

こと、情報提供を的確に行いながらともに考え、相談者が自己決定する過程の伴走

者となることが求められる。そのためには、離婚に関する法制度や別居中や離婚後

に活用できる諸制度・社会資源に関する正確な知識や情報収集が必要となる。 

ＤＶや性暴力がある場合は、細心の注意が必要である。暴力をめぐる紛争に中立

的な立場はありえず、暴力の被害者である相談者の側に立つことが求められる。婦

人相談員は暴力の事実の有無を判定する立場ではないこと、加害者側との主張の食

い違いがあっても、事実の判断を行うのは裁判所であることを自覚する必要がある。 

また、いかなる理由があっても、暴力は絶対に許されないという立場を堅持して、

相談・支援にあたる。婦人相談員の最初の対応を、相談者は敏感に感じ取っている

ものである。 

相談時に身体的暴力はなく、身体的暴力がふるわれていたのが過去のことであっ

たとしても、相談者と加害者との間に、支配・被支配の力関係が生じており、維持

されていないかに十分留意し、ＤＶや性暴力被害の発見に努める。暴力というマイ

ナスの記憶は被害者の心の奥底に閉じ込められ、なかなか表面化しない場合が多い

ことを知っておく必要がある。相談者が心を開いて暴力について打ち明けることが

できるように、相談者に真摯に向き合い、相談者の声に耳を傾けることが必要であ

る。さらには、「こういうことはありませんでしたか」など具体的な事柄をあげて、
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相談者への言葉がけも行いながら傾聴する必要もある。 

（２）相談・支援内容 

①離婚の決心がつかない場合 

夫との関係修復を願う気持ちや離婚後の生活の不安や子どものことを考えて、離

婚に躊躇する気持ちをぬぐえずにいる相談者は多い。このような場合は、相談者の

気持ちに寄り添って、情報提供を行いながら、気持ちの整理を一緒に行う。夫婦間

で話し合いができない場合は、家庭裁判所の「円満調停」（夫婦関係調整）などの

情報提供を行う。たとえば、夫の側からの一方的な離婚請求に辛い思いをしている

にもかかわらず、夫が話し合いを拒否している場合、婦人相談員に支えられながら、

家庭裁判所の「円満調停」を利用し、泣き寝入りするのではなく、自分の主張を相

手に明確に伝えるとともに、自分の気持ちに決着をつけることで、離婚というハー

ドルを乗り超えて、人生の再スタートを切ることへと結びつけることができる。 

 

②離婚手続きについて 

離婚方法には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚がある。 

１）協議離婚（民法第 763条） 

当事者間の話し合いによって、離婚に合意した場合、離婚届を本籍地ないし最

寄りの市区役所に提出することによって離婚が成立する。 

未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければならない。 

ただし、協議離婚の場合、手続きは簡便だが、当事者間の力関係が影響して相

談者の意志に沿わない一方的な離婚になる場合があること、子の養育費や離婚後

の生活保障、財産分与、住まいなどについての取り決めが確実に行われる保証が

ないことなどを説明しておく。 

協議離婚時に夫婦間で取り決めた養育費や慰謝料などの履行を確実にするた

めに、協議離婚の際に、公証人役場で公正証書を作成し、強制執行の条項を盛り

込んでおけば、万一約束が守られない場合でも、裁判に持ち込むことなく強制執

行が可能となる。ただし、夫婦そろって公証人役場に行く必要があり、また双方

の意見が一致していないといけない。 

 

【離婚届不受理申出】 

相手が、相談者の同意なく離婚届を偽装して提出することがあるが、形式的に不備がな

ければ、その離婚届は受理されてしまうので、注意が必要である。そのようなおそれがあ

る場合は「離婚届の不受理届」の提出を勧める。また、いったん離婚届の提出に同意した

ものの、気持ちが変わった（翻意して撤回した）時も利用できる。 
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２）調停離婚（家事事件手続法第 257条第 1項） 

当事者間で離婚についての話し合いがまとまらない場合は、すぐに離婚裁判を

起こすことはできず、まず家庭裁判所に夫婦関係調整調停（関係解消）を申し立

てる（調停前置主義）。調停がまとまらない場合は、調停不成立となり、裁判を

提起することができる。 

調停では、1)離婚するかどうか、2)未成年の子どもがいる場合には誰が親権者

となるか、3)親権者とならない親と未成年の子との面会交流をどうするか、4)未

成年の子の養育費の分担をどうするか、5)結婚してから夫婦で築いた財産の分配

等（財産分与）をどうするか、6)慰謝料の支払いをどうするか、7)年金分割につ

いての請求すべき按分割合をどうするか、などについて協議することができる。 

このうち、3)、4)、5)、6)、7)については、離婚後に別途話し合いで決めるこ

とができる。ただし、5)、6)、7)については、離婚後一定の期間を経過すると

請求できなくなることがある。 

調停で決まったことを相手方が守らないときは、家庭裁判所に申出をして、家

庭裁判所調査官から相手方に対して、履行の勧告をしてもらうことができる（た

だし、強制力はない）。また、調停調書正本等に基づいて、地方裁判所に強制執

行の申立てをすることもできる。 

【調停記録の閲覧謄写について（家事事件手続法）】 

①調停申立書のコピーを相手方に送付するので、申立書は十分に配慮して記載する。 

②家庭裁判所に提出する書類は、相手方が閲覧したり、コピーをとる可能性がある。申立

人が作成する、申立人の考えや事情等を記載した書面等は、相手方にも読まれることを

前提として作成する。なお、相手方に知られたくない事情等は、調停の席で調停委員に

話すようにする。 

③裁判所に提出した書類は、返却されない。大切な書類は、コピーを提出する。 

 

３）審判離婚（家事事件手続法第 284条第 1項） 

離婚調停が成立する見込みがない場合で、相当と認められるとき、家庭裁判所は

「調停に代わる審判」により、裁判官の職権で離婚を成立させることができる。離

婚には合意しているが、どちらが親権者になるか争いがあるときや、財産分与に関

して一致しないときなどに有効だと言われている。平成２５年の家事事件手続法制

定により、子の監護をめぐる紛争や財産分与にも「調停に代わる審判」が利用でき

るようになり、裁判所は積極的に推進しているとされる。「調停に代わる審判」の

際には、当事者の陳述を聴取しなければならず、その際に相手方の立会いを認める

ので、ＤＶケースでは注意が必要である。 
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４)裁判離婚（民法第 770条） 

一方が離婚を望まない場合でも、他方が離婚裁判を提起し、民法に定める一定の

離婚原因が裁判所で認められれば、判決によって離婚が成立する。 

裁判で離婚が認められる事由（民法 770 条１項）は、①不貞行為、②悪意の遺棄、

③生死が３年以上不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがた

い重大な事由（暴力、生活費不支給、浪費、性格の不一致など）がある場合、であ

る。 

ＤＶは民法の離婚原因には規定されていないので、⑤の「婚姻を継続しがたい重

大な事由」に該当するとされる。 

ＤＶの場合は、離婚手続きにおいて、ＤＶ被害者の安全が最優先で確保されなけ

ればならない。裁判所への提出書類など、避難先の情報が漏えいしないように細心

の注意が必要である。相手方から危害を加えられるおそれがある場合は、やむを得

ない理由を裁判所に申し出て、実際の居住地を記載しないことができる。また、Ｄ

Ｖ事例に限らず、代理人として弁護士を付けた場合は、ＤＶ被害者は当事者尋問や

和解のための訴訟期日以外は裁判所に出席する必要はない。ＤＶ被害者の不安や恐

怖が強く、加害者のいる前での証言が困難な場合は、法廷内に遮蔽装置を設置して

もらい、別室で証言する「ビデオリンク」方式による尋問を行うよう、裁判所に依

頼する。裁判所には、裁判所の出入口の配慮などの安全確保も要望する。 

 

③離婚時に定めるべき事項（話し合っておくべきこと） 

１）慰謝料 

離婚慰謝料は財産分与とは別に請求できる（離婚後３年以内）。離婚そのものの

慰謝料と離婚原因になった相手方の有責行為のもたらした精神的損害・苦痛に対す

る慰謝料を請求できる。ＤＶ事例の場合、相手方のＤＶ行為に対する慰謝料を離婚

そのものの慰謝料と同時に請求できる。通常、慰謝料は財産分与の一要素として合

せて請求されることが多い。 

２）財産分与 

結婚から別居までに築いた夫婦共同財産の清算として、離婚後２年以内に財産分

与を請求することができる。預貯金や有価証券、不動産、家財、生命保険、すでに

受け取った退職金などが対象となるが、結婚前の預貯金などは個人の特有財産とし

て対象外となる。 

財産分与では、離婚当事者間の経済状況などの不均衡に配慮して、離婚後の妻の

扶養の要素も考慮される。ＤＶ事例の場合、避難する時に、夫婦の資産についての

資料を持ち出せない場合がある。財産分与の手掛かりになるので、同居中に資産に

関する資料を集めておくとよい。相手方が資産を隠している場合は、調停や裁判提

起後に、家庭裁判所の調査嘱託によって、金融機関の口座の残高などを調べてもら

うことができる（支店名が必要）。 

また、離婚時年金分割制度により、婚姻期間中の年金保険料納付記録を夫婦で分
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割することができる。合意分割と 3号分割がある（制度・手続きの詳細は、日本年

金機構HPwww.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241 参照）。手続きに

ついては、弁護士に相談するとよい。離婚後の住まいの確保についても、相談者に

確認する。 

３）養育費 

未成熟な子どもを引き取った場合、子の監護・養育に必要な費用について、相手

方の収入に応じた金額を請求することができる。これは、親の子に対する扶養義務

に基づく（民法第 877 条第 1 項）。平成 23 年改正民法では、離婚の際に、子の監

護費用（養育費）を父母が取り決めることを促している（第 766 条）。金額につい

ては、養育費の算定表を参考にし、金額、支払方法、期間等を協議して書面にする。

通常は月払いである。しかし、協議離婚における養育費の取り決め率は低く（38.8%）、

現在、支払いを受けているのは 19.7%に過ぎない（平成 23年全国母子世帯等調査報

告書）。養育費について当事者間で合意できない場合は、養育費請求の調停を申立

てることができるが、調停申立事件数は増加傾向にある。養育費を取り決めても履

行しない場合の調停申立が多いものと思われる。養育費の強制的な履行確保制度の

検討が求められる。なお、養育費については、不履行に関する相談を含めて、自治

体の母子家庭等就業自立支援センターの養育費専門相談員や養育費相談支援セン

ターが利用できる。母子家庭の経済状況は厳しく、経済的支援、就業支援などの国

や自治体の諸施策・制度を活用した支援が重要である（母子家庭支援については「第

Ⅲ部－１ ９．母子家庭」参照）。 

４）子の親権者、監護者（民法第 819条第 1項） 

子が成人に達するまでは、離婚に際して、親権者を定めなければならない。親権

者とは別に、監護者（実際に養育をする親）を定めることができる。親権者は、子

の利益を最優先して決定されなければならない。裁判所が親権者を決定する際は、

親の側の事情と子の事情とを総合的に判断するが、裁判所は、子の監護（養育）の

現状（だれがどのような状態で養育しているか）と違法に子を連れ去って養育して

いないかという監護の違法性を確認したうえで、子の意志を確かめて判断している。

裁判所は、監護（養育）の継続性を重視する傾向にあると言われている。親権をめ

ぐって、子の奪い合い紛争が生じるおそれがあり、その場合は、迅速に弁護士に相

談して法的手続きを取る。 

５）離婚後の子の氏 （民法第 790条第 1 項） 

離婚後の子の氏は、その父母の離婚前の氏のままである。子の氏の変更をする場

合は、子の住所の家庭裁判所の許可を求めたうえで、入籍手続きをする。子が 15

歳未満の時は、親権者が子に代わって行う。 

６）別居中の婚姻費用の分担請求（民法第 760条） 

別居中の婚姻費用の分担請求ができる。婚姻費用とは、いわゆる生活費のことで、

食費、住居費などの一般的な生活費のほか、子の養育費等も含む。相手方の住所地
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の家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立てる。現在、家庭裁判所における婚

姻費用の算定に当たっては、「標準算定表」によって金額が算出されることが一般

的だが、支払い義務者と同じ程度の生活水準が保障されるか、子の福祉が考慮され

ているかなどの問題点が指摘されており、算定表を使う場合には注意が必要である。 

７）面会交流 

面会交流とは、離婚後、親権者や監護者にならなかった親が、子どもと直接会う

ことや、手紙やメールのやり取り、子どもの写真や通知表の送付などで交流するこ

とをいう。2011 年（平成 23 年）の民法改正により、協議離婚の際に、面会交流や

子の養育費について協議で決めることができると規定された（第 766 条第 1 項）。

面会交流が法的に義務づけられたわけではないが、協議離婚届に取決めの有無をチ

ェックする欄が新設されており、当事者間の取決めを促しているものと考えられる。 

しかし、協議離婚時に合意に基づいて取決めを行っている事例は多いとは言えず、

面会交流をめぐる紛争は増えている。面会交流について話し合いができない場合は、

家庭裁判所に調停・審判を申立てる（第 766条第 2項）。裁判所の実務は、子の福

祉の観点から面会交流を禁止・制限すべき事由が認められない限り、面会交流を実

施するという立場をとっているが、面会交流はあくまでも子どもの権利であり、子

の福祉を最優先に考慮して判断すべきである。親の離婚に巻き込まれた子どもと親

との関係や子どもの心情は複雑であり、葛藤を抱えた夫婦が面会交流を行うことが

子の福祉にかなうとは必ずしも言えない。また、子どもが面会を拒絶する場合や心

理的葛藤からなかなか本心を言えない場合もある。そのような場合は、子の年齢や

発達段階、拒絶の背景などを考慮して、総合的に判断すべきだとされている。 

 

〔ＤＶケースの面会交流〕 

裁判所の実務では、面会交流の実施を基本原則としているが、別居している親に

よる子の連れ去りのおそれが高い場合や子どもへの虐待のおそれがある場合は、例

外として面会交流を禁止あるいは制限すべきとしている。夫から妻へのＤＶがある

場合、子どもの前で暴力がふるわれており、それにより子どもが精神的ダメージを

受けて恐怖を抱き、現在もなお回復していない場合は、子の福祉に反するとして面

会交流が禁止・制限される。しかし、実際にはＤＶの有無や程度、子どもへの影響

について争われることが多い。また、ＤＶを理由に面会交流の禁止・制限を求める

側（ＤＶ被害を受けた妻の側）が、暴力の子どもへの影響を立証しなければならず、

大きな負担となっている。また、面会交流時に子どもに暴力がふるわれる、子ども

が連れ去られる、ＤＶ被害者に復縁を迫る、子どもに居所や母親の職場を聞き出す

などのおそれもある。暴力による相手（妻）や子どもの支配・コントロールという

ＤＶの構造は離婚後も継続することに留意しなければならない。現在の日本では、

監督付き面会など、ＤＶの特質や子どもへの影響を考慮した制度はなく、また、加

害者対策が極めて不十分なままであり、早急な改善が望まれる。現行制度の下では、

ＤＶの事実や子どもへの影響についての証拠を可能な限り用意しておく必要があ
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る。それでも面会を実施することになった場合は第三者の立会いなどを要請する。 

④夫婦の一方が、外国人である場合 

日本で離婚する場合は、上記のいずれかの方法で離婚は成立する。外国で離婚す

る場合は、その国の法律で定められた方法による（「第Ⅲ部－１ １０．外国にル

ーツを持つ相談者」参照）。 

また、言葉や文化、習慣、宗教、価値観等の違いなどに配慮し、相談に対応する

際には、相談者の意図と異なる方向に進めてしまわないように、確認しながら慎重

に相談を進める必要がある。なお、相談の段階から通訳を付けることが望ましい。 

⑤ハーグ条約 

1980年、ハーグ国際私法会議において、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関

する条約（ハーグ条約）」が採択された。国際結婚及び国際離婚の増加に伴い、一

方の親が他方の親に無断で国境を越えて子を連れ去る事例が問題となってきたこ

とが背景にある。日本では、2013年に国会においてハーグ条約の締結が承認される

とともに、ハーグ条約実施法（「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の

実施に関する法律」）が成立し、2014年４月１日にハーグ条約が発効した。 

ハーグ条約は、国境を越えた 16 歳未満の子の連れ去りが行われた場合は、原則

として子を元の居住地（常居所地国）に迅速に返還することを定めている。これは，

子の不法な連れ去り等が子に対して有害な影響を及ぼすとの認識及び子の監護に

ついての紛争は、子の常居所地国で解決することが望ましいとの考えに基づいてい

る。 

ただし、条約及び実施法上、「返還により子が心身に害悪を受け、または他の耐

え難い状態に置かれることとなる重大な危険がある場合」や「子が返還されること

を拒んでいる場合（子が意見を考慮するに十分な年齢・成熟度に達している場合に

限る）」などには、裁判所は子の返還を拒否することができる。 

⑥弁護士の探し方 

弁護士をどこで、どうやって探せばよいのか、費用はどれくらいかかるのかにつ

いては、一般的には十分に知られていない。まず、弁護士会の法律相談を紹介する

（有料）。自治体によっては、男女共同参画センターなどで、無料の法律相談を行

っている場合があるので情報提供を行う。弁護士を実際に依頼したいという相談が

あった場合、婦人相談員が特定の弁護士を紹介することはできないので、日本司法

支援センター（法テラス）を紹介する。法テラスは、弁護士による無料法律相談を

実施し、経済的に余裕のない場合には、必要に応じて弁護士・司法書士費用などの

立替を行っている。詳しくは、法テラスのホームページか「法テラス・サポートダ

イヤル」（０５７０－０７８３７４）に問い合わせる。 

弁護士は都市圏に偏在しており、離婚問題やＤＶに詳しい弁護士がその地域にい

るかどうか、婦人相談員は普段からリサーチしておく必要がある。特に、ジェンダ
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ーの視点や女性の人権についての認識や人権感覚、ＤＶ・性暴力被害者への理解や

共感があるかどうかは重要である。地域によっては、ＤＶケースへの対応ができる

弁護士リストを作成しているところもあるが、それは一部の地域に限られる。弁護

士の理解を深めるために、婦人相談所や市区が地域の弁護士会と共同で研修を行っ

ているところもある  

また、弁護士に相談に行く前に、離婚を考えるに至った経過や暴力行為などを時

系列で書き出しておくとよい。また、相談者の事情や家族関係、知りたいこと、悩

んでいること、弁護士への要望などを、相談者と一緒に考えながら整理しておくと

スムーズに法律相談が進む。離婚問題の法的解決過程において、相談者の気持ちの

整理や心理的支援を行う婦人相談員の果たす役割は大きい。 

（３）主な連携機関 

〔福祉関係〕 

機関：婦人相談所、福祉事務所 

施設：婦人保護施設、母子生活支援施設 

 

〔司法関係／その他〕 

裁判所、弁護士、弁護士会、公証役場、日本司法支援センター（法テラス）、行政

書士 

 

〔女性関係／暴力関係〕 

男女共同参画センター、配偶者暴力相談支援センター 

 

〔民間関係〕 

女性支援を行う民間団体 
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９．母子家庭 

（１）相談・支援のポイント 

①母子・父子自立支援員と婦人相談員 

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」（昭和 39年法律第 129号）第８条では、母子・

父子自立支援員が規定されている。そこで、婦人相談員が母子家庭の相談に対応す

る際には、母子・父子自立支援員と連携を図り、役割分担を確認しながら進めてい

くことが望ましい。また、自治体によっては、婦人相談員が母子自立支援員を兼務

している場合もあり、婦人相談員の配置状況に応じて相談・支援の在り方は異なる

点に留意が必要である。 

②法律上の母子家庭の定義 

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」では、第６条で次のように法律の対象となる

母子家庭を定義している。 

 

【母子及び父子並びに寡婦福祉法上の定義】 

第六条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者（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む。以下同じ。）と死別した女子であっ

て、現に婚姻（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場合を

含む。以下同じ。）をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。  

一 離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの  

二 配偶者の生死が明らかでない女子  

三 配偶者から遺棄されている女子  

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子  

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子  

六 前各号に掲げる者に準ずる女子であって政令で定めるもの 

出典：母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年七月一日法律第百二十九号） 

 

母子家庭というと、「死別」もしくは「離婚」「非婚（未婚）」をさすと思われが

ちであるが、上記の法律で規定されているように、夫等（配偶者）が「生死不明」

「海外に滞在」「障害により労働能力を喪失」、夫等による「遺棄」などの状況にあ

り、離婚が成立していない状態であっても「配偶者のない女子」に準じる場合には

法律の対象となる点をおさえておくことが大切である。また、法律上の「配偶者」

には、婚姻の届出をしておらず、事実上婚姻と同様の状況にある場合も含まれてい

る点も念頭においておきたい。なお、同法における「児童」は「20 歳に満たない者」

さしており、児童福祉法上の定義（満 18 歳満たない者）とは異なる点に注意が必

要である。 

母子家庭の形成過程は多様であり、それぞれの経験に留意した支援を心がけたい。

たとえば、死別についてみると、交通事故や病気、災害等による死別、長引く経済

不況を背景にした自死など、夫等との死別理由は多岐にわたる。生別については、

離婚・別居・非婚（未婚）などがあるが、その背後にはドメスティック・バイオレ
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ンスや経済困窮、傷病をはじめ、複合的な生活課題が累積している場合も多い。 

このように、母子家庭への相談・支援では、法律上の規定に加えて、実際上の家

族の形成過程の多様な状況を踏まえることが重要である。 

③母子家庭における貧困問題と階層性 

日本の母子家庭は８割以上が就労しているにもかかわらず、相対的貧困率が 50％

を超える高さである。母子家庭の経済困窮は、子どもの養育環境や進路選択、母子

の健康状態などにも影響を及ぼし、母親（女性）の心身の疲労やストレスも大きい。 

また、母子家庭のなかでも、母親（女性）自身の学歴によって生活や就労状況に

差異があることにも配慮を要する。次の表は、母子家庭の母親（女性）の学歴階層

別に就業率や収入、養育費の現状を整理したものである（厚生労働省「平成 23 年

度全国母子世帯等実態調査」）。これをみると、低位な学歴階層ほど正規雇用が少な

く、就労収入や養育費の受給率も低いことがわかる。「中学校卒」の場合をみると、

非正規雇用は約７割を占め、平均就労収入は年間 129万円という厳しさである。そ

こで、アセスメントをする際には、母親の学歴階層を考慮して、どのような支援が

必要かを検討することがのぞまれる。 

 

【母子世帯の母の学歴階層別統計（就業・年収・養育費）】 

  
総数 

(100％) 

就業率 従業上の地位 不就業率 平均年間収入 養育費 

  母子世帯 

になる前 
現在 

正規の職員／従業員 派遣・ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ等 母子世帯 

になる前 
現在 

就労 

収入 

世帯 

の収入 

取り決め 

率 

現在 

受給率 

受給経験 

なし率   母子世帯 現在 母子世帯 現在 

中学校 215 71.2% 70.7% 14.4% 19.7% 69.9% 71.1% 27.9% 24.2% 129万円 222万円 20.7% 6.7% 73.2% 

高校 776 73.6% 82.0% 27.8% 37.1% 61.1% 57.1% 25.6% 13.8% 169万円 274万円 35.2% 17.6% 62.4% 

専修・各種学校 226 78.8% 84.1% 38.2% 50.5% 45.5% 39.5% 21.2% 13.7% 201万円 319万円 38.8% 23.0% 59.6% 

短大・高専 264 76.5% 83.7% 29.2% 44.8% 55.4% 44.8% 23.1% 12.5% 193万円 301万円 51.9% 28.4% 52.4% 

大学・大学院 111 68.5% 85.6% 48.7% 52.6% 39.5% 28.4% 30.6% 11.7% 297万円 437万円 51.8% 34.9% 44.6% 

その他 25 76.0% 72.0% 36.8% 44.4% 57.9% 55.6% 24.0% 24.0% 182万円 301万円 42.9% 28.6% 9.5% 

学歴把握者計 1617 74.1% 81.1% 29.4% 39.6% 57.5% 52.0% 25.2% 15.0% 182万円 292万円 38.0% 20.0% 60.6% 

総数 1648 73.7% 80.6% 29.5% 39.4% 57.4% 52.1% 25.4% 15.0% 181万円 291万円 37.7% 19.7% 60.7% 

出典：「平成 23年度 全国母子世帯等調査の結果」厚生労働省をもとに作成 

（２）相談・支援内容 

母子家庭への相談・支援では、「親支援・女性自身への支援」「子ども支援」「親

子関係への支援」という多角的なアプローチが必要である。 

①親への支援・女性自身への支援 

１）生活基盤の安定 

経済的な困窮状況にある場合が多いことから、児童扶養手当・生活保護などの所

得保障制度をはじめ、就学援助制度、各種の減免制度、貸付金制度など生活基盤の

安定のために利用できる諸制度を紹介し、制度利用につなげる。昨今では、福祉受
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給者への市民の厳しい見方や偏見が強くなっていることから、これらの福祉給付の

受給をためらう場合も少なくない。そのような際には、制度の利用は恥ずかしいこ

とではなく、市民に付与された権利であることを伝えることを心がけたい。なお、

制度の説明文が難解でわかりづらいために、該当する所得階層であるにもかかわら

ず、自分自身は制度の対象外であると思っている場合も少なくない。そこで、文書

を手渡すのみでなく、制度の内容を丁寧に説明することが必要である。 

また、母子生活支援施設に入所することによって、安定した居住環境と経済基盤

を整え、子育てや就労をはじめ生活再建の支援を活用することもできる。 

２）就労支援 

就労支援には、仕事をみつけるための支援、仕事を続けるための支援、転職の支

援などがある。職業能力開発や資格取得も、就労支援に含まれる。 

母子家庭になった直後には、ＤＶ被害による心身への影響や離別による疲労、環

境の激変による養育困難など、様々な負荷がかかってくる。母親（女性）と子ども

それぞれの心身の状況を勘案し、休養をとる必要がある場合には、やみくもに就労

を促すのではなく、まず生活の安定を図るために時間をかけることも大切である。 

また、若年母子家庭で高校卒業資格を有していない場合などには、高校卒業資格

の取得を支援することによって、より安定した就労につながる場合もある。通信制

や単位制高校への進学や、高等学校卒業程度認定試験を受験するなどの方法がある。 

なかには、相談者が履歴書や職務経歴書の書き方などがわからない場合もある。

その際には、そのような支援を提供している機関につなぐほか、適切な機関がない

場合には婦人相談員がアドバイスしながら書き方を習得する支援も必要である（就

労支援については、139頁参照）。 

３）夫等との関係・離婚をめぐる支援 

事実上、母と子からなる世帯を形成しても、離婚不成立状態で夫等との係争が続

いている場合も少なくない。そのような場合には、離婚や離別をめぐる心理的な葛

藤に寄り添いながら、本人の意向に沿って夫婦関係の調整を進めていく。ＤＶ被害

女性が離婚調停にのぞむ場合には、本人の不安を軽減するとともに安全を確保する

必要から、婦人相談員が同行することがのぞましい（49頁参照）。 

養育費の取得については、母子家庭等就業自立支援センターや養育費相談支援セ

ンター（http://www.youikuhi-soudan.jp/youikuhi.html）における養育費相談、

弁護士による法律相談が利用できる。 

（離婚の手続きについては、97頁以降を参照） 

４）心理面での支援 

親がひとりであることからくる養育上の悩みや親自身の内的葛藤に配慮を要す

る。ある母子家庭の女性は、「世間から後ろ指をさされないように、肩肘張って生

きています。他の親より厳しすぎる親のようで申し訳なく思っています」と語って

いるが、このように子どもに離別を経験させたことについて、「申し訳なさ」を感
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じ、自分を責めている場合も少なくない。 

また、「職を失うことへの不安」「親役割をいつまで遂行できるかという健康上の

不安」「子どもの将来への不安」「自分の老後への不安」など、母子家庭の女性は様々

な不安を恒常的に抱えている。このような女性自身の葛藤や不安感を受けとめ、不

安の緩和と共に具体的な暮らしの見通しをたてていく相談がのぞまれる。 

母子家庭になった当初には、同じ境遇の仲間に出逢い、悩みを話せたり情報交換

できたりする機会がエンパワーメントにつながる。そこで、地域の母子家庭の当事

者団体や男女共同参画センター等による自助グループのプログラムなどにつなぐ

ことも一方策である。母子家庭として暮らしてきた「先輩」がロールモデルとなる

ことによって、不安が緩和され、将来の選択肢を増やすことができる。 

なお、母子家庭の母親（女性）が異性と交際をしている場合、「母子家庭なのに」

と批判の目に晒されることが多い。しかし、母子家庭であることをもって交際を一

律に否定するような見方は慎まなければならない。 

②子ども支援 

１）心理面での支援 

婦人相談の窓口に直接子どもが訪れることは少ないが、母親の相談内容として子

どもに関する悩みがあげられることは多い。そこで、子どもに関する悩みを傾聴し、

母親としての気持ちの整理や制度利用につなげるなどの支援が不可欠である。 

その際、子どもの状況に応じて、子ども自身が利用できる制度や機関・団体につ

なげられるよう、婦人相談員のネットワークを活用することも大切である。なかに

は、ひとり親家庭の子どもやＤＶ被害者である子どもへの直接支援やピア・カウン

セリングを実施している団体等もあることから、日頃から地域で安心して利用でき

る機関・団体の情報収集を心がけたい。 

２）進路保障 

母子家庭の子どものなかには、「早く親にらくをさせたい」という思いから、高

校や大学等への進学を諦める場合も少なくない。あるいは、不安定な生活によって

学力に遅れがあるものの、学習塾にも通えないことから、進学への意思が低減され

ていることもある。更に、入学費用や入学準備品のための経費をねん出できないこ

とから、試験に合格しているにもかかわらず進学を断念してしまうケースもある。

それゆえ、母子・父子自立支援員との連携のもとで、貸付金や奨学金の情報提供を

早いうちから心がけ、安心して将来を考えられる環境を整えることが重要である。 

また、生活困窮者自立支援法では、「生活困窮者である子どもに対し学習の援助

を行う事業」が法定化された（第６条）。そのほか、ＮＰＯ等の民間団体による無

償の学習塾や居場所づくり、食料の提供などの支援も広がりをみせている。これら

の情報も日頃から収集し、子どもの状況にあった社会資源につなげていく。 
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③親子関係への支援 

１）母親と子どもの関係への支援 

子どもの年齢に応じて母子関係に関する母親の悩みは多様である。なかには、母

親が孤立状況を深め、精神的にも追い込まれることによって、子どもに対する不適

切な養育や虐待につながることもある。そのような場合には、婦人相談員は気持ち

を傾聴する存在として母親に寄り添いつつ、児童相談所や児童家庭支援センター、

保育所や学校等と連携して支援にあたっていく。場合によっては、地域の要保護児

童対策地域協議会を活用し、関係諸機関と連携していくことが有効である。 

 

【要保護児童対策地域協議会の対象児童】 

・地域協議会の対象児童は、児福法第６条の３に規定する「要保護児童（保護者のない児

童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）」であり、虐待を受

けた子どもに限られず、非行児童なども含まれる。 

 

【要保護児童対策地域協議会の業務】 

(1)地域協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るため

に必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を

行う（児福法第 25条の２第２項）。  

(2)地域協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行

うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や地域協議会の構成員に対する守秘義務が設

けられており、個別の事例について担当者レベルで適時検討する会議（個別ケース検討

会議）を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議（代表者会議）

や実務担当者による会議（実務者会議）を開催することが期待される。 

出典：「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/05.html 

 

④子どもの父親との面会交流 

子どもの父親との面会交流においては、子ども自身の気持ちを第一に考える姿勢

が不可欠である。子どもの父親が養育費の支払いの条件として面会交流を要求して

くる場合があるが、基本的には養育費と面会交流は交換条件となるものではなく、

面会交流は子どもの権利の保障という観点から子どもの気持ちを尊重しなければ

ならない。 

また、子どもの父親によるＤＶや虐待があった場合には、面会交流によるリスク

や子ども自身への影響を十分に踏まえ、慎重な対応を要する。（53、130 頁を参照） 
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（３）活用できる施策・支援制度 

①母子家庭等自立支援大綱と基本方針 

2002 年３月に「母子家庭等自立支援対策大綱」が策定され、「母子家庭及び寡婦

の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」（平成 15年厚生労働省告

示第百二号）が厚生労働省より示されている。また、時限立法であった「母子家庭

の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」は、2012年に恒久法とな

った。 

母子家庭の支援策の概要については、次の厚生労働省ホームページより閲覧が可

能である。 

【厚生労働省「母子家庭等関係」】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/b

oshi-katei/ 

 

【厚生労働省「ひとり親家庭等の支援について」】 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukat

eikyoku/0000059365.pdf 

 

 

②経済的支援 

〔児童扶養手当〕 

離婚によるひとり親世帯等、父または母と生計を同じくしていない児童が育成さ

れる家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給

し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした所得保障制度。 

■支給対象者 

18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある児童（障害児の場合は 20

歳未満）を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父または養育する者（祖父母

等）。 

  

子育て・生活支援 

〇母子・父子自立支援員に

よる相談支援 

〇ヘルパー派遣、保育所等

の優先入所 

〇学習ボランティア派遣等

による子どもへの支援 

〇母子生活支援施設の機

能拡充 

など 

 

 

就業支援 

〇母子・父子自立支援プロ

グラムの策定やハロー

ワーク等との連携によ

る就業支援の推進 

〇母子家庭等就業・自立支

援センター事業の推進 

〇能力開発等のための給

付金の支給 

など 

 

 

養育費確保支援 

〇相養育費相談支援セン

ター事業の推進 

〇母子家庭等就業・自立支

援センター等における

養育費相談の推進 

〇「養育費の手引き」やリ

ーフレットの配布 

など 

 

 

経済的支援 

〇児童扶養手当の支給 

〇母子父子寡婦福祉資金

の貸付 

就職のための技能習得

や児童の修学など12種

類の福祉資金を貸付 

など 

 

 

自立促進計画（地方公共団体が国の基本方針を踏まえて策定） 
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■支給要件 

父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度

の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護等して

いること。 

〔母子父子寡婦福祉資金貸付金制度〕 

■母子福祉資金の対象者 

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの（いわゆる母子家庭の母）、母

子・父子福祉団体等。 

■貸付金の種類 

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資

金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金 

③子育て・生活支援 

〔ひとり親家庭等日常生活支援事業〕 

修学や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、

家庭生活支援員の派遣等を行う。 

〔ひとり親家庭等生活向上事業〕 

■ひとり親家庭等相談支援事業：ひとり親家庭等が直面する様々な課題に対応する

ために相談支援を行う。 

■生活支援講習会等事業：育児や母親・児童の健康管理などの生活支援に関する講

習会を開催する。 

■児童訪問援助事業：ホームフレンドを児童の家庭に派遣し、児童の悩みを聞くな

どの支援を行う。 

■学習支援ボランティア事業：児童の学習を支援したり、気軽に進学相談を受ける

ことができる大学生等のボランティアを派遣する。 

■ひとり親家庭情報交換事業：ひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを相談

しあう場を設ける。 

〔母子生活支援施設〕 

児童福祉法において、「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及び

その者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの

者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設」と規定されて

いる。 

離婚が成立していなくとも、実質的に母と子の暮らしにある場合には利用可能で

ある。最近では、「自立が困難な場合や２年で退所が見込めない場合は入所対象で

はない」といった判断をする場合もあるようだが、法律上、母子生活支援施設の入
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所にはこのような条件はない。ＤＶ被害を受け避難が必要、経済的に困窮状況にあ

る、子どもの養育支援や母親への総合的な支援が必要など、個別の状況に応じ活用

できる。母親や子どもに知的障がい、精神的障がいがある場合などには、子育てや

親子関係を支える場としても利用を検討できる。施設によっては、緊急一時保護事

業、施設内保育なども実施している。 

〔子育て短期支援事業〕 

児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる事業。

ショートステイ、トワイライトステイなどがある。 

④就業支援 

〔ハローワークによる支援〕 

マザーズハローワーク、生活保護受給者等就労自立促進事業、職業訓練の実施、

求職者支援事業など。 

〔母子家庭等就業・自立支援センター事業〕 

母子家庭の母等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等までの

一貫した就業支援サービスや養育費相談など生活支援サービスを提供する。 

〔母子・父子自立支援プログラム策定等事業〕 

個々の児童扶養手当受給者の状況・ニーズに応じ自立支援計画を策定し、ハロー

ワーク等と連携のうえ、きめ細かな自立・就労支援を実施する。 

〔自立支援教育訓練給付金〕 

地方公共団体が指定する教育訓練講座（雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育

訓練講座など）を受講した母子家庭の母等に対して、講座終了後に、対象講座の受

講料の２割相当額（上限 10万円）を支給する。（ただし、２割相当額が 4000円以

下の場合は支給しない） 

〔高等職業訓練促進給付金〕 

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために２年以上養成機関等で

修学する場合に、生活費の負担軽減のため高等職業訓練促進給付金（月額 10 万円

（住民税課税世帯は月額７万 500円）、上限２年）を支給する。 

〔高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〕 

平成 27 年４月から、ひとり親の家庭の親の学び直しを支援することで、より良

い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげ

ていくため、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業が新たに実施される。この事

業では、ひとり親家庭の親が高卒認定試験合格のための講座（通信講座を含む）を

受け、これを修了した時及び合格したときに受講費用の一部を支給する。（なお、

制度を設けていない都道府県等もある） 
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⑤養育費の確保 

〔養育費相談支援センター〕 

母子家庭等就業・自立支援センターにおいて受け付けられた養育費の取り決め等

に関する相談中の困難事例への対応や、養育費相談にあたる人材養成のための研修

等を行う。 

〔養育費専門相談員〕 

母子家庭等就業・自立支援センターに、養育費専門の相談員を設置。養育費専門

相談員の業務に、母子家庭の母が養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れ

る際の同行支援が追加された。 

（４）相談・支援における留意点 

・母子家庭への相談・支援では、離婚後の激変期のみでなく、母子家庭のライフサ

イクルに配慮することが重要である。激変期への対応が重要なことはもちろんで

あるが、子どもの成長に伴い教育費等の負担が増加する一方、親の加齢に伴い勤

労収入の伸びが停滞し、親自身の健康上の課題も浮上する。また、子の祖父母の

介護問題を抱えるようになり、生活課題が増大することもある。そこで、ライフ

サイクル上の変化に配慮した相談・支援が必要とされている。 

・「離婚を自分で選んだのだから頑張るのが当然」といった自己責任論に依拠した

母子家庭への厳しい社会の目もあり、母子家庭の女性はなかなか支援を求める声

をあげにくい状況に置かれている。そのため、婦人相談員は、安心して話をする

ことができる「信頼できる社会の窓口」であることを自覚し、相談・支援を担う

ことが期待される。 

（５）主な連携機関 

〔経済的支援〕 

福祉事務所、児童扶養手当所管課 

 

〔子どもの養育支援〕 

保育所、学校、保健所・保健センター、保育所所管課、児童家庭支援センター、児

童相談所 

 

〔相談〕 

母子・父子自立支援員（婦人相談員と兼務の場合もあり）、配偶者暴力相談支援セ

ンター、生活困窮者自立支援法関係窓口 
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〔就労支援〕 

母子家庭等就業自立支援センター、ハローワーク 

 

〔入所施設〕 

母子生活支援施設 
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１０．外国にルーツを持つ相談者 

（１）相談・支援のポイント 

①在住外国人女性の現状 

ＤＶ防止法は、国籍を問わず支援の対象としており、職務関係者は、被害者の国

籍、障がいの有無を問わずその人権を尊重しなければならないと定めている（第 23

条第１項）。また、国の「ＤＶ基本方針」では、日本在住の外国人被害者の支援に

あたっては、在留資格の有無を問わないとしている。 

現在、日本に中長期的に滞在する外国人登録者数は 200万人を超え、日本の総人

口の 1.63％を占める（2011 年、法務省入国管理局）。そのうち、総数が多い国の

中で女性比率が多いのは、フィリピン、タイ、ロシア、中国、韓国・朝鮮の順にな

るが、総数が多くない国ではルーマニア、ウクライナ、ベラルーシ、コロンビアな

どで女性比率が高い。近年、国際結婚が増えているが、「妻外国人・夫日本人」の

国際結婚は「妻日本人・夫外国人」の国際結婚より約 10 倍多い。外国人妻の出身

国の多様化も進んでいる。中国、フィリピン、韓国・朝鮮、タイの順に多く、アジ

ア出身の外国人妻は全体の 87％を占める。都道府県別にみると、東京、愛知、神奈

川、大阪、千葉、埼玉など大都市圏が多く、東京 23区では「日本人夫と外国人妻」

の国際結婚が全体の婚姻の５％を超えている（2011年、人口動態調査）。 

総人口比でみると、婦人保護事業における外国人女性の一時保護率は９％前後と

日本人女性よりも高く、人口 10 万人あたりで比較すると、日本人女性 6.2 人に対

して外国人女性は 32.1 人となる。たしかに、外国人女性の一時保護件数は上記の

大都市圏で高いが、外国人登録をしている女性の中で一時保護を利用する割合をみ

ると、むしろ、大都市圏以外が高くなっている。大都市圏ではない地域では伝統的

な家族規範や共同体的な縛りが強く、ＤＶ被害を受けていても相談できない場合が

ある。また、外国人女性の一時保護利用者には同伴児が多いことも特徴である。子

どもの問題は、経済的自立の困難と相まって、外国人女性が保護されても夫の元に

戻る選択を行う理由の一つになっている。 

②外国人女性固有の脆弱性 

１）法的地位の不安定性 

外国人女性からの相談・支援で第一に留意しなければならないのは、法的地位の

確保が最優先されるということである。有効な旅券（パスポート）と有効な在留資

格（ビザ）を有することが、被害者の安全の確保と並んでもっとも重量な課題であ

る。相談内容にかかわらず、パスポート及びビザの更新手続きは真っ先に支援する

必要がある。ＤＶ被害者として一時保護中の場合も、相談者が関係諸機関（大使館

や入国管理局など）に連絡を取ることが妨げられてはならない。婦人相談員には、

諸手続きに伴う必要書類に関する情報収集や情報提供、書類取得の支援や大使館や

入管などの関係機関との調整や同行支援を行うことが求められる。 
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これらの手続き支援を行う際、ＤＶ・人身取引の被害者である場合は、手続きを

行う諸機関で加害者と鉢合わせする危険性が高いことを考慮して、関係諸機関の担

当者と安全対策について事前に十分な連絡調整を行い、必要な対策を講じたうえで

同行支援を行うことが望ましい。 

「出入国管理および難民認定法」（以下、入管法）に基づき、外国人が日本に住

むためには何らかの在留資格が必要となる。また、期限が近づけば、在留資格の更

新や変更手続きの必要が生じる。日本人夫が手続きに協力せず、外国人妻が在留資

格を更新できなかったり、失効するなどの事態が生じうる。このように、日本人夫

は外国人妻を不安定な法的地位に追い込むことができ、ＤＶの温床となっている。

また、在留期間を超えて滞在すると超過滞在（オーバーステイ）、つまり「不法滞

在」となって、入管法違反での摘発の対象となる。 

また、難民（難民申請中）、仮放免中、在留特別許可申請中など非正規滞在の諸

事情がないか、確認する必要がある。 

以下は、在留資格の一覧である。 

 

【在留資格の種類】 

在留資格 日本において有する身分または地位 在留期間 

永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限 

日本人の

配偶者等 

日本人の配偶者もしくは特別養子または日本

人の子として本邦で出生し、その後引き続き本

邦に在留している者 

５年、３年、１年または６月 

永住者の

配偶者等 

永住者等の配偶者または永住者等の子として

本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留して

いる者 

５年、３年、１年または６月 

定住者 法務大臣が特別の理由を考慮し、一定の在留期

間を指定して居住を認める者 

５年、３年、１年または６月 

法務大臣が指定する期間 

出典：入国管理局在留資格一覧本邦において有する身分又は地位 

www.immi-moj.go.jp/tetuduki/ 

 

在留資格の更新・変更手続きの際は、相談者がＤＶなどの被害者であることを入

国管理局に書面で報告する。それにより、相談者が現行入管法の罰則規定の適用除

外となることを支援し、かつ、婚姻中であっても、入管からの被害者の居所に関す

る情報流出を防ぐことが可能となる。2009 年（平成 21年）施行の現行入管法では、

「正当な理由」がある場合を除き、所定の期間内に住所地の届出をしないことや、

配偶者の身分を有する者としての活動を６か月以上行っていないことを在留資格

取り消し理由としている（入管法第 22 条の４、７号）。だが、配偶者からの暴力

を理由として避難したり、保護を必要としている場合は「正当な理由」がある典型

例として、在留資格の取消を行わないこととしている（法務省入国管理局通達「Ｄ

Ｖ事案に係る措置要領」平成 20 年７月）。在留資格変更や非正規滞在者の在留特

別許可においても、被害者と認定されると特別の配慮があることも知っておくべき
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である。 

なお、これらの諸手続き費用に対する特段の経済的支援がないことを、相談者に

はあらかじめ説明しておく必要がある。 

 

〔超過滞在の場合の留意点〕 

超過滞在（オーバースティ、法的には非正規滞在）の場合は、入管法に基づき（第

62条第２項）、国または地方公共団体の職員には通報義務があるが、通報を行うと、

一時保護による安全確保など、行政機関に課せられている行政目的が達成できない

場合は、通報するかどうかは個別に判断できることとなっている。ただし、非正規

滞在の状態にある被害者が、日本で正規に在留できるようにするためには、入管に

出頭のうえ、強制退去の手続きの中で在留特別許可を受けるしかないので、入管に

出頭することが望ましいとされている（平成 15 年 11 月 17 日法務省入国管理局長

通知）。 

ＤＶ被害者の夜間・休日の緊急対応先として警察があげられることが一般的であ

るが、在留資格のない外国人は「警察＝入管への送致＝強制送還」と受け取りがち

であるため、警察に支援を求めることを躊躇しがちである。ＤＶ被害者支援のしく

みを丁寧に説明する必要がある。 

また、相談者が難民または難民申請中の場合は、相談者が本国において政治的立

場等により生命の危険にさらされて本国を脱出したこと、現在も本国政府機関との

連絡には危険を伴うおそれがあることを十分認識し、本国大使館への連絡はできる

限り避けるように配慮する。 

 

〔離婚後の在留資格〕 

日本人の夫と離婚（死別）した場合の在留資格が問題になる。①すでに永住資格

を有していれば問題ない。②「日本人の配偶者等」で在留していた場合は、離婚（死

別）後６か月経過すると在留資格取り消しの対象となる。③日本人男性との間に日

本国籍の実子があり、その実子と実際に同居し監護養育する場合は、在留資格「定

住者」への変更が可能である。子の親権者であれば、「定住者」への変更は問題な

い。④実子を男性が引き取ったり、実子がいない場合は、外国人女性が日本人との

実態のある婚姻生活が相当期間（おおむね３年以上）あり、独立の生計を営むに足

りる資産または技能を有していれば、離婚・死別の事情及び日本社会への定着性な

どを考慮して「定住者」の在留資格を取得できる可能性がある。ＤＶ被害を受けて、

警察や配偶者暴力相談支援センターに相談したり、保護命令発令を受けている場合

は、それらの証明資料を在留資格変更申請に添付することが有益である。 

２）言語コミュニケーション、多文化ストレス 

在住外国人女性の場合、日常会話には不自由しなくても、被害を受けたときの暴

力の態様や心理状況、それにより引き起こされた生活上の困難などを日本語で正確

に説明するのは難しい。また、保護命令や離婚調停などの法的手続きの理解に必要
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な日本語力が不十分な場合が多く、たとえば、離婚にともなう子どもの面会交流に

ついて家庭裁判所で取り決める際に、何が進行しているのか十分理解できず意志表

示もできないまま、自分の意志に反した形で事態が進むことも起こりうる。 

特に、一時保護中は相談者がもっとも混乱している時期であり、通訳の必要性は

高い。一時保護中に一人最低１回は通訳を介して問題の整理や支援の説明を行うな

ど、一時保護における通訳の基準を定めるのが望ましい。また、同伴の子どもや同

国人の利用者に通訳させないことや、同国人のコミュニティとのつながりを避けた

通訳の派遣への配慮も必要である。 

精神科医療においても、母語でのカウンセリングが望ましいが、最低限、通訳を

用意する。 

また、外国人女性の相談者は、相談に至るまでに、民族や出自、出身国、日本語

能力などについて、差別的な扱いを経験している場合がある。食習慣や生活習慣、

子育ての仕方や家族観、家族関係など、日本の習慣や考え方とは異なるものであっ

ても、偏見を持ったり、そのことによって態度を変えたり、養育能力を疑うなどは、

厳に慎むべきである。特に、虐待が疑われる場合は、相談者の出身国での「常識」

と照らしながら、公平な態度で事実をきちんと聞き取り、児童相談所など関係機関

とよく連携して支援を行う。 

 

〔通訳の確保〕 

相談者が外国人の場合、相談者が安心して支援者と意志疎通や意志確認を図り、

提供できるサービスの内容などに関する情報提供を受けるためには、通訳者の確保

と活用が不可欠である。自治体によっては予算が十分に確保されていないが、個別

事案が生じた時に、自治体で通訳報酬を捻出する方法について具体的に検討を試み

ることが大事である。前例として、超過滞在で措置入院した外国人の帰国意志確認

（保健所）や、自閉症児が通園している施設での外国人の母親への養育方法の説明

（通園施設）のために、「役務費」「自立支援の費用」として予算を支出した事例

がある。 

なお、厚生労働省は「人身取引被害者・外国人ＤＶ被害者支援専門通訳者養成事

業」の実施に関する通知（2009年）を発出している（現在、児童虐待・ＤＶ対策等

総合支援事業として実施の「専門通訳者養成研修事業」、平成 25 年度実施は２県）

が、養成事業を行っている都道府県は少ない。 

（２）相談・支援内容と利用できる制度・社会的資源 

相談・支援内容は多岐にわたるが、外国人相談者の場合に特に配慮すべき事柄と

して、言葉や習慣、価値観の違いのほかに、日本の現行法制度を十分説明して理解

を得る必要がある。相談者にとって、同様の制度が出身国にはない場合には理解す

ることは容易ではない。 
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保護命令については必要があるケースでも申立てをしなかったり、取り下げる事

例が少なくない。外国人女性の場合は、在留資格の更新や子どもの認知に夫が協力

しないことをおそれて、保護命令の申立てに二の足を踏むことがある。 

同伴する子どもの問題も大きい。子どもの国籍は、日本国籍のみ、日本国籍と外

国人母親の国の二重国籍、母親の外国籍のみ、未手続による無国籍など、さまざま

である。日本国籍の場合も、途中で日本国籍を取得した場合や家庭の事情で日本と

外国を頻繁に行き来している日本国籍の子どももおり、国籍だけで日本語ができる

と考えてはいけない。また、子どもを同伴して避難せざるを得ない被害者にとって、

男児の年齢制限など、一時保護所の同伴児の利用制限の影響は大きい。日本人夫か

ら外国人女性の娘への性暴力被害がある場合は、被害を受けた子どもへの産婦人科

医療や心理的ケアなどが必要となる。 

学校などでの外国人の子どもへのいじめや差別、暴力などにも気を配らなければ

ならない。さらに思春期・青年期の若者の居場所がないこと及びそれにより問題行

動に走るなど、子どもの問題に関する母親の悩みは大きいことにも配慮すべきであ

ろう。 

外国人が利用できる福祉制度については、在留資格の有無や種類によって異なる

ので注意が必要である。 

 

【外国人が利用できる福祉制度】 

制度（根拠法） 外国人への対応 

生活保護制度 

（生活保護法） 

生活保護制度については、法律上日本国民のみを対象としているが、適法

に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する

外国人については、生活保護法を準用して保護を行っている。 

国民健康保険・

健康保険（国民

健康保険法・健

康保険法） 

国民健康保険については、住民基本台帳法の適用を受ける方（３か月を超

える在留資格を有する中長期在留者、特別永住者等）及び住民基本台帳法

の適用を受けない方であっても、客観的な資料等により、３か月を超えて

滞在すると認められる方が、被保険者の資格を有する。 

健康保険（社会保険）については、国籍、在留資格を問わず対象となる。 

児童関係諸手当

（就学等児童福

祉法・学校教育

法） 

「国籍不明な養護児童等への適切な対応について」（Ｈ13．９．14 厚生

労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）において、国籍不明や国籍を

持たない児童についても適切な対応を図ること、及び国籍、在留資格の取

得手続きについて、関係機関との連携及び適切な援助を図ることを通知し

ている。 

 

労働基準法、労働安全法、最低賃金法、職業安定法、労働者派遣法、労働組合法

など、すべての労働法規は、在留資格の適法性の有無にかかわらず、日本国内で就

労する外国人が、各法律で定める「労働者」に該当すれば、原則として適用される。 

 

  



- 121 - 

〔連携機関・社会資源〕 

地域の国際交流協会などの通訳派遣制度、入国管理局、各国大使館、民間の外国

人支援団体、ＩＯＭ（国際移住機関）、駐日事務所、弁護士など 
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１１．人身取引被害者 

（１）相談・支援のポイント 

①人身取引被害と婦人保護事業 

人身取引とは、性的搾取や強制労働、臓器売買など、相手を搾取することを目的

に、詐欺や欺罔により、あるいは強制的に人を略取・誘拐して取引・売買の対象に

することであり、グローバル化の進展に伴い、国境を越えて拡大してきた。一般的

には人身売買ともいう。人身取引は、被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛を

与え、人間の尊厳を奪う重大な人権侵害である。日本では売春強要などの性的搾取

目的が中心として考えられてきたが、近年、研修生制度を悪用した労働搾取被害が

顕在化し問題となっている。人身取引への取組みは今に始まったことではない。す

でに、1949年、国連は「人身売買および他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」

を採択している。だが、現在もなお人身取引は国際的に広がっており、世界で 1200

万人以上の被害者がいると言われる（米国国務省人身取引年次報告書、2010 年）。

被害者の６割近くが女性と子どもである。 

近年、国際社会が人身取引廃絶に本格的に取組み始めたのは、国連による 2000

年「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」及び「国際的な組織犯罪の防

止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し

及び処罰するための議定書」（以下、議定書）採択を契機とする。日本では、1990

年代はじめに、下館事件や茂原事件など、東南アジアからの人身取引被害者が関与

した刑事事件が続発したことで社会的関心を呼び、人身取引被害者の「受け入れ大

国」日本の状況が認識されるようになった。 

このような深刻な実態と国際社会からの批判を受けて、日本政府は 2004 年（平

成 16 年）12 月に「人身取引対策行動計画」（以下、行動計画）を策定し、対策を

進めることとなった（最新の改訂は 2014 年 12月）。同「行動計画」では、人身取

引の防止（出入国管理強化、偽装結婚対策、不法就労防止など）、人身売買者の摘

発、啓発予防などとともに、被害者保護が定められており、都道府県の婦人相談所

は人身取引被害者保護の役割を担うこととなった（婦人保護事業の根拠法に「行動

計画」が追加、厚生労働省家庭福祉課長通知「婦人相談所における人身取引被害者

への対応について」平成 16 年８月）。なお、18 歳未満の被害者もいることから、

児童相談所においても保護を実施している。被害の態様としては、ホステスをしな

がらの管理売春や売買春が多く、ストリップやファッションヘルスなどの性風俗を

含めた性的搾取が圧倒的多数を占める。 

2001 年以降の婦人相談所等における人身取引被害者の保護人数は合計 361 人で

あり、すべて女性である（2014年３月まで）。フィリピン、インドネシア、タイ出

身が全体の 87％を占める。保護に至る経路は警察もしくは入国管理局が 95％を占

め、警察や入国管理局からの保護依頼がほとんどだということになる。10人以上の

保護実績のある都道府県は愛知、長野、東京、千葉、栃木、岐阜、秋田、島根、岡

山、山口であるが、それらの地域に限定されるわけではない。2005 年をピークに、



- 123 - 

近年は保護件数が減少傾向にあるが（2012 年 13人、2013年５人）、ブローカーが

日本人と偽装結婚をさせるなどして就労に制限のない在留資格を取らせるなど、手

口の巧妙化が進み、被害は潜在化していると言われている。また、人身取引の被害

者は外国籍を持つ女性だけではなく、外国にルーツを持ちながら、日本国籍を新た

に取得した新日系人もおり、彼女たちはより人身取引の被害に巻き込まれる傾向が

あると言われている。 

人身取引被害者については、都道府県婦人相談所が対応することになっており、

市区の婦人相談員への相談はほとんどないかもしれないが、主訴の背景事情に人身

取引被害経験があることも考えられる。そのため、市区の婦人相談員も人身取引被

害者について十分理解していることが求められる。自分が人身取引被害者であると

いう認識を持っていなかったり、親族等が人身売買者であり、その「売り手」に忠

誠心を持っていて「売り手」の処罰を望まないなど、いわゆる「グレーゾーン」の

被害者の存在も指摘されている。「被害者は逃げてくるはずだ、苦境を訴えるはず

だ」という固定観念にとらわれていると、人身取引被害を見逃す結果を招きかねな

い。人身取引被害者が市区の相談窓口に保護を求めてきた場合は、事情を把握した

うえで、婦人相談所に速やかに報告する。 

②相談・支援のポイント 

被害者の相談・支援にあたっては、以下の点に配慮する必要がある。 

・雇い主やブローカーの追跡や危害のおそれが大きく、被害者は恐怖と不安にとら

われていることから、何よりも安全確保及び二次被害の防止が肝要である。 

・人身取引被害者は心身共に過酷な状況に置かれてきたことを考慮して、心身の健

康状態に配慮し、心理的なケアなどきめ細かい対応を行うとともに、被害者の意

志を尊重した対応に努める。 

・人身取引の被害者としての立場を十分理解し、女性たちに「新たに拘束される場

所」に送られるという不安を抱かせず、誤解を招かないように、保護されるとこ

ろが安全であり安心できること、支援が受けられること、保護されるところがど

ういう場所（施設）なのか、具体的な支援内容や滞在中に行われる警察の事情聴

取などについて十分説明する必要がある。相談には通訳を配置する。 

・被害者の滞在の中長期化への配慮が必要である。刑事手続きへの協力、偽装結婚

していた場合の離婚手続き、母国に帰国した場合の安全への危惧などから、婦人

相談所及び委託先における平均保護日数は 38.6 日と長期にわたる。中長期の滞

在の場合、言葉の問題、生活習慣（入浴やシャワーの頻度など）や食事の違い（香

辛料など）、施設での集団生活や行動制限などが被害者の負担になることが考え

られる。 

・被害者がオーバーステイ（非正規滞在、不法滞在）の場合、最終的には入国管理

局に出頭して相談する必要があるが、心身に深い傷を負っていることを配慮して、

まず心身の回復を優先する。入管法 62 条２項の不法滞在者の通報義務について

は、心身の安定を害するなど適切な保護を行うことが難しい場合は、当分の間通
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報を差し控えることができる。 

・人身取引被害者は組織的犯罪の被害者であり、犯罪組織からの危害のおそれがあ

ることから、警察との緊密な連携が必要である。また、出身国の大使館や外国人

支援を行う民間団体などと協力・連携を図りながら支援を行う。 

・人身取引被害者は架空の借金を背負わされている場合が多く、逃亡や警察の摘発

によって「借金」を返済しないときは、出身国の家族に危害が及ぶのではないか

と心配することがある。したがって、可能な限り、故郷の家族との安否確認を促

すようにした方が被害者の安心につながる。 

・近年、女性だけでなく、ＬＧＢＴの人身取引被害者が発見・保護されている。こ

うした女性以外の多様な性を持つ人の保護や支援をどのように行うかは、今後の

検討課題である。 

（２）連携機関・社会資源 

地域の国際交流協会などの通訳派遣制度、入国管理局、各国大使館、民間の外国

人支援団体、ⅠＯＭ（国際移住機関）、駐日事務所、弁護士、人身売買禁止ネット

ワークなどの民間団体など 
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１２．男性ＤＶ被害者 

ＤＶについては、ＤＶ防止法上、夫など男性被害者からの相談や男性からの支援の

求めがあることも想定しているので、都道府県の婦人相談所や市区などの自治体の担

当部署が「配偶者暴力相談支援センター」を兼ねている場合は、男性からの相談にも

対応することになる。しかし、ＤＶ被害者を装った「なりすまし」やＤＶ被害を受け

て避難した妻や交際相手を探索することを目的に電話をかけてくることがあるので

注意が必要である。なお、来所相談や一時保護については、男性専門の別個の施設や

専任の相談員（男性が望ましい）の設置が必要である。男性被害者の緊急避難が必要

な場合は、生活保護法に基づく「救護施設」や「更生施設」の利用を検討する。 

将来的には、性の多様性を尊重する方向での法制度整備が進むことも考えられるが、

現在は、男か女かによって性別を区別する現行制度で対応せざるを得ない。婦人相談

員は、外見が男性であっても、性自認と外見や戸籍表記とのギャップに悩んでいたり、

実際にＤＶや性暴力被害を受けている場合もあることに留意したい（「第Ⅲ部－１ 

１３．セクシュアル・マイノリティ」参照）。  
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１３．セクシュアル・マイノリティ 

（１）相談・支援のポイント 

①ＬＧＢＴＩとは 

従来、性別は「女・男」のどちらしかないと考えられてきた。生まれたときに判

断される身体の特徴によって、出生届に基づいて、戸籍に「女・男」のどちらかの

性別が記載される。家庭や学校、職場や地域社会などすべての場面で、戸籍の性別

に基づき「女性あるいは男性」として扱われるので、男女という性別は社会生活の

基盤となっている。しかし、ヒトの性は多様である。 

ヒトの性を理解するための概念として、1)身体の性別（生物学的性別）、2)性自

認（性別の自己認識、主観的性別、ジェンダー・アイデンティティ）、3)外見上の

性別（見た目の性別、社会的性別）、4)性指向（恋愛感情や性欲の対象がどの性別

に向けられているかということ、セクシュアル・オリエンテーション）の４つが考

えられる。 

近年、性の多様性を表現するために使われるのが「ＬＧＢＴＩ」概念である。つ

まり、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル（両性愛）、トランスジェンダー（身

体や戸籍上の性別に対して違和感があり、それとは異なる性別として扱われたいと

望む人）、インターセックス（性分化疾患、身体の性別の特徴が男女いずれかに明

確に区別できない人））。ＬＧＢＴＩは、セクシュアル・マイノリティともいう。

出現率は国や人種に関係なく、人口比の約５％と言われており、日本でも 5.2％と

いうデータがある（電通総研調査）。ただし、国勢調査では同性カップルは対象外

であり、正確なデータはない（現在は、同性カップルが記入すると誤記扱い）。 

トランスジェンダー（性別違和）は、ＦｔＭ（戸籍上、身体的性別が女性である

ことに違和感をいだき、男性として生きたい、生きている人）とその反対のＭｔＦ

に分かれる。トランスジェンダーの出現率はデータがなく不明である。 

②ＬＧＢＴＩについての法制度の現状 

社会的マイノリティのなかでも、ＬＧＢＴＩは「目に見えない」存在として長い

間隠されてきた。見た目ではわかりにくいということや社会的な偏見が強く、本人

がカミングアウトしにくい（言いにくい）ことがその背景となっている。また、性

自認（ジェンダー・アイデンティティ）が戸籍上（身体的）及び外見上の（社会的）

性別と異ならないことと、異性愛であることが「普通」「あたりまえ」（典型、多

数派）とされてきた結果、それ以外の人びとは「非典型」として扱われてきたので

あり、ＬＧＢＴＩは法制度上も社会的にも排除され、差別や偏見、いじめの対象と

されてきた。また、差別や性暴力の被害を受けても支援機関や適切な支援がなく、

放置されてきたと言える。 

日本では「性同一性障害特例法」が制定され（2003 年）、20 歳以上で婚姻して

いないこと、現に子どもがいないことなど、一定の条件の下で性別適合手術やホル

モン治療を受けて身体の性別を変更した場合に、戸籍上の性別を特例的に変更でき
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ることとなったが、トランスジェンダーの人がすべて性別適合手術を受けるわけで

はない。また、「性同一性障害」の診断を受けた人のうち、１～２割しか戸籍変更

まで行きつかないと推定されている。 

なお、性自認や性的指向は誰にでもある属性であるが、たまたま社会の多数派に

属している人びとは意識しないですんでいるだけである。 

近年、社会的関心が少しずつ高まってきており、外資系企業を中心に学生の就職

活動の支援が開始されている。国内企業でもＬＧＢＴＩが働きやすい職場作りを目

指すところが出てきた。文部科学省でもいじめ防止対策として、性的マイノリティ

への対応強化を進めており、法務省も人権問題として性的指向や性同一性障害を取

り上げている。自治体でも健康保険証の性別記載について、社会的性別と書類上の

性別が異なる場合は裏面に性別を記載することとなった。また、自治体での「同性

カップルにパートナー証明書を交付するための条例」案（「渋谷区男女平等及び多

様性を尊重する社会を推進する条例」案、平成 27 年）の上程や男女共同参画基本

計画に「性の多様性と人権の尊重」を書き込む自治体などが複数出てきており、意

識改革の試みとして注目される。 

だが、法制度上は問題が残ったままである。現在、世界の 40 か国以上で、同性

婚の法制化や同性カップルの権利義務を定める「パートナーシップ」登録制度が進

められているが、日本ではいずれも認められていない。また、性的マイノリティの

権利保障を定めた法律もない。 

なお、男女雇用機会均等法は 2013 年改正により、セクシュアル・ハラスメント

指針が改訂され、事業主が措置を講ずべきものとして、職場における「同性に対す

る」セクシュアル・ハラスメントが含まれることとなった。また、2013年改正ＤＶ

防止法では対象範囲が「生活の本拠を共にする交際」相手まで拡大したが、原則と

して同性カップルは含まれないと解釈されている。なお、2007 年に、ある地裁で同

性パートナーに保護命令が発令されたという報道がある。 

ただし、公営住宅入居の同居親族要件に同性パートナーは含まれていない。 

（２）相談・支援内容 

①ＤＶ被害 

親密な関係にある同性からの暴力被害もＤＶであるが、男性間ＤＶの場合は、行

政の相談窓口が少なく、あっても二次被害を受けるおそれが大きい。自治体によっ

ては同性パートナーのＤＶ相談を行っているところがある。男性パートナーによる

ＤＶで緊急避難が必要な場合、婦人保護事業の一時保護では男性の一時保護はほと

んど行っていないので、生活保護法による「救護施設」や「更生施設」の利用を検

討する。被害者が戸籍上女性である場合は、婦人相談所の一時保護が可能だが、ト

ランスジェンダーでＭｔＦ（身体の性別は男性で違和感により女性に性別変更した

場合）やＦｔＭ（身体の性別、戸籍上は女性だが、男性に性別変更した場合）は扱
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いが不明である。ただし、ＤＶ防止法を利用できない場合でも、障害者手帳を持っ

ている場合は、障害者虐待防止法による保護が可能かどうか検討を要する。 

②トランスジェンダー（性別違和） 

トランスジェンダー（性別違和感を持つ）の人が相談に来た場合、性別の何に違

和感があるのか、本人も十分自覚できず、なかなか言葉になりにくいことに注意が

必要である。外見に対するものなのか、性役割（男らしさ、女らしさなど）への違

和感なのか、詳しく話を聞かないと主訴までたどり着けない。また、電話相談を受

ける際に、無意識に「声」で性別を判断していることが多いが、声だけでその人の

性別を的確に判断できない場合がある。特に、暴力相談の場合には、声だけではな

く、相談内容で判断する必要がある。 

トランスジェンダーの人は、親からの暴力や虐待、養育拒否などで親との関係が

悪い場合、学校でもいじめを受けて不登校になったり、職場でも人間関係がうまく

いかず、社会的孤立を深める場合がある。また、自殺念慮を有し、リストカットな

どの自傷行為に及ぶ場合も多い。また、保護された宿泊所などの施設でいじめや性

被害に遭い、病院でも戸籍上の性別で扱われるため違和感が強くてなじめず、公的

支援や医療機関に不信感を抱いている人もいる。したがって、専門のＮＰＯ／ＮＧ

Ｏなどと連携しながら、ＬＧＢＴⅠの方への支援の実績のある民間シェルターの利

用をあっせんしたり、ジェンダー・クリニックの紹介、親を交えた三者面談、家さ

がしなど、丁寧な対応が必要となる。ふだんからの地域の情報収集と連携関係づく

りが重要になる。 

③性暴力被害 

性暴力被害は異性間だけで起きるわけではない。男女以外の関係でも性暴力は起

きている。同性間の性暴力被害の相談で婦人相談員が驚いてしまい、婦人相談員の

焦りや困惑が相談者に伝わってしまうと、相談者の不安が高まり、相談そのものを

あきらめる結果になりかねない。相談を受けることに不安がある場合は経験豊かな

他の婦人相談員に助言を受けるなどして、一通り相談内容を聞くことが必要である。 

また、婦人相談員の、ＬＧＢＴＩへの固定観念にも注意が必要である。同性カッ

プルの場合には男性役と女性役があり、男性役の方が暴力をふるうと思っているこ

とはないだろうか。これは、「カップルは男と女で成り立つ」という異性愛規範に

基づく偏見であることに気付かなければならない。さらに、同性カップルがすべて

「同性愛者」同士ではない。戸籍上の性別が同性でも、当事者は「異性同士」と思

っている場合もある。相談を受ける場合は、戸籍上の性別と社会生活上（外見上）

の性別など、性別に関する情報についてわかったことをすべて記録しておく必要が

ある。 
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（３）活用できる施策・制度、連携機関・団体 

現在、ＬＧＢＴＩへの支援は民間団体が主に行っている。全国の民間支援団体に

ついては、「共生社会を作る」セクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク

（2011）『親と教師のためのセクシュアル・マイノリティ入門ハンドブック』を参

照のこと。また、一般社団法人社会的包摂サポートセンターの「よりそいホットラ

イン」では、専門ライン「セクシュアル・マイノリティ」において 24 時間電話相

談と必要な場合は同行支援を行っている。2014年にはＬＧＢＴＩの方が利用できる

民間シェルターが西日本に開設された。 

法律相談については、東京弁護士会が電話相談を開設している。 

（４）相談・支援における留意点 

①ＬＧＢＴＩの方からの相談の特徴 

ＬＧＢＴＩの方からの相談では、1)家族や学校、職場で無理解や嫌悪を示される

ことが多いので、隠すことが多く、わかってしまったらどうしようという露見不安

に陥っており、孤立していること、2)家族や周囲から世の中の多数意見に合わせる

ように強いられており、特に親との不和が悩みであること、3)罪悪感や自責感が強

く、生まれてこなければよかったと思っている場合もあることなどが、特徴として

あげられている。相談を寄せるＬＧＢＴＩの方の自殺リスクは高い（６～７割が自

殺念慮を抱えている）ことにも注意が必要である。 

②ＬＧＢＴＩ相談の留意点 

第一に、安心して相談できる環境を整備することが重要である。相談までたどり

着くのが容易ではないので、地域で安心して集まれる居場所づくりなどを検討する

必要がある。また、直接会って相談を聞く場所は、他人の視線を気にしなくてよく、

プライバシーを確保できる場所（ＬＧＢＴカフェなど）が望ましい。地域の情報を

集めておこう。 

第二に、相談にあたっては、まず、本人のアイデンティティをきちんと聞き取り、

十分に受け止めることが肝要である。どういうきっかけで性別について考えるよう

になったのかなど、具体的なエピソードを話してもらうことも有効である。それに

よって、本人の問題整理を助けることになる。 

第三に、地域の関係機関では事前にＬＧＢＴＩに関する職員研修を実施し、ＬＧ

ＢＴＩ利用者への配慮を明示的に示しておくことが必要である。特に、二次被害を

与えないようにきちんと研修する。婦人保護事業の他の機関や福祉、保健・医療、

住宅、学校など関連機関でサービスへのアクセスが可能なことを保障できるように

地域で整備しておく。 

第四に、家族への支援も視野に入れる。個別面談のほかに、場合によっては家族

同席面談も考えられる。親からの支援があることを伝え、本人に安心してもらうこ
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とが、本人のプレッシャーを大きく軽減する。 

第五に、コミュニティ内部での二次被害に悩んでいる場合があるので、ＬＧＢＴ

Ｉコミュニティとの関係にも配慮して相談場所などを設定する。 

第六に、ＬＧＢＴＩに関する社会資源が乏しいので、問題解決の「う回路」づく

りが必要になる。たとえば、文献やＮＨＫのＥテレ・ハートネットＴＶなどのテレ

ビ番組やＬＧＢＴサポートブック、支援団体や大学などのサークル及びその関連の

ブログなど。地域での支援者を増やしていくことも解決につながる道の一つであろ

う。 

最後に、婦人相談員そのものが性の多様性に関心を持ち、「男女しかいない」と

いう二元論的な性別規範から自由になるように努めることがポイントである。 
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１４．同伴する子ども 

（１）相談・支援のポイント 

相談者が、相談時に子どもを同伴している場合や一時保護をした時に子ども同伴

の場合等、同伴児へのサポートは必要不可欠である。 

面接時に子どもを同伴している場合は、相談室とは別に子ども用に別室を用意す

る配慮が必要である。相談者が「一緒で良い」と言っても、面接の内容によっては、

相談室とは別の部屋で子どもは遊んで待たせるような配慮が必要となる。そこで、

前もっておもちゃ・絵本等を用意しておく。小さな子どもの場合は、子どもの保育

にあたる人をあらかじめ決めておくことも必要である。 

「ＤＶの場面の目撃は、児童への心理的虐待にあたる」として、児童相談所への

通告義務がある。ＤＶと言ってもケースごとに事情はさまざまである。 

通告にあたっては、母子の状態を勘案し、所内で検討した上で通告するかどう 

か、組織として見極める必要がある。 

 

【「児童虐待の防止等に関する法律」第６条】（平成 12 年５月 24 日） 

（児童虐待に係る通告） 

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかにこれを市町村、都道府県の

設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

 

（２）相談・支援内容 

①子どもの安全確認 

■相談者との面接時に、同伴児童の暴力被害の様子を聞く。 

「子ども達は、あなたがＤＶを受けているところを、見たり聞いたりしたことが

ありますか？」「子ども達が脅かされたり、直接暴力を振るわれたことがあります

か？」などの問いかけをし、子どもへの暴力被害状況を確認する。 

■相談者（母親）と子どもと個別に面接の場を設ける場合も考えられる。 

どちらからでも、家庭内で身内による性虐待（性暴力）の訴えがあった場合は、

速やかに管轄の児童相談所へ通告する。 

子どもの安全評価、子どもを含む安全計画は、児童相談所の役割となっている。 

■ＤＶの家庭環境にある子ども達は様々なリスクを抱えていることを理解する。 

②子どもへの影響 

ＤＶにさらされている子どもは、身体面、心理面、認知面、行動面に加え、社会

的なさまざまな問題を抱えるリスクが高くなる。もっとも深刻なのは「子ども達の

心の奥底に無力感と自己否定が埋め込まれる」など、価値観や考え方に与える影響
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である。 

〔子どもの情緒面・行動面・発達面への影響〕 

・身体的暴力被害にあう危険性（直接／間接） 

・落ち着きのなさ、ゆとりのなさ、愛着障がい（慣れた時のまとわりや過剰な甘え）、

乱暴な言葉、表情が乏しい、周囲に関心を示さない、多動、不安感、自分の殻に

閉じこもる、問題行動、学習困難な比率が高い、食事や睡眠など日常リズムの乱

れ 

・食事、睡眠など日常生活リズムの乱れ 

・家に居るのを嫌がる。一方で母親を守ろうとする過度の責任感 

・自分のせいで、母親が殴られているという罪悪感 

 

〔子どもの価値観への影響〕 

ＤＶにさらされた子どもは、次のような誤った考えや価値観をもつようになる 

・暴力をふるわれるのは、被害者が悪いからだ 

・自分の意思を通し対立を解消するために、暴力をふるってもかまわない 

・男が支配権を握り、女は服従すべきだ 

・虐待者は、自分の行動に、責任を背負わなくていい 

・女は弱く、愚かで、無力である 

・男の子が、母親の影響を受けることは好ましくない 

・暴力の原因は怒りである 

（ランディー・バンクロフト他『ＤＶにさらされる子どもたち』金剛出版、2004年） 

③子どもへの心理的サポート 

子どもへの心理的サポートは、子どもの心身の回復と健康な成長のために重要な

要素である（ランディー・バンクロフト）。 

・母親との親密な関係（子どもの年齢や性別とは無関係に必要）：愛着関係の形成 

・安心感 

・きょうだいとのよい関係 

・他の愛する人々、友だち、自分自身とのつながり 

・起きたことについて話し、感情を表現する機会 

・苦しい感情を開放する機会 

・虐待について役立つ情報：子どもは人との関係を通して治癒していく 
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（３）活用できる施策・支援制度 

〔子どもの就学等の問題〕 

・一時保護施設等は、緊急に暴力からの逃避をする一時的な滞在を目的としている

ため、原則として、学齢期の子どもがいる場合も、一時保護施設等から通学する

ことは想定されていない。しかし、子どもの転校手続きをどうしたらよいのか、

不安に思っているＤＶ被害者もいることから、子どもの就学手続きについて、正

確な情報を伝えることが、被害者の不安を和らげることになる。 

・小・中学校段階の児童生徒の就学については、市区教育委員会に問い合わせる。 

児童生徒の就学機会を確保するため、市区教育委員会は当該市区の住民基本台帳

に基づいて、当該市区の区域内に住所を有する学齢児童生徒を当該市区の設置す

る小・中学校等に就学させる。しかし、ＤＶ被害者の子どものケース等において

は、避難先の市区で、転入手続きをせず住民基本台帳に記載されていない場合で

あっても、当該市区に実際に住んでいれば、その児童生徒についても修学機会を

確保することになっている（昭和 42.10．2 文部省初等中等教育局長通達）。 

・学齢期前の子どもについては、幼稚園の入園を希望する場合は、希望する園に問

い合わせる。保育所の場合は、市区の保育所担当課に問い合わせる。待機児童が

多い地域等では希望してもすぐには入所が難しい場合もある。地域によっては、

保育の必要性を評価・検討する場合、母子家庭等の子どもについて、保育所入所

の必要性が高いものとして優先的に取り扱う特別の配慮を行っていることもあ

る。また、保護者が求職中であっても保育所への申し込みが可能である。戸籍及

び住民票に記載がない子どもであっても、居住している市区において保育所への

入所の申込みが可能となる。 

・ＤＶ被害者が加害者の元から避難したことにより世帯の負担能力に著しい変動が

生じ、費用負担が困難と認められる場合には、個々の家計の実態を踏まえた適切

な保育料が徴収されるように、市区に相談する。 

・高等学校の転入手続きについては、転入学を希望する学校または都道府県の担当

窓口に相談する。 

・加害者が、それまで通っていた学校や教育委員会に対し、圧力をかけて親権をた

てに転出先の学校名を聞き出そうとすることもある。このような場合に対応する

ため、被害者に対しては、接近禁止命令の発令状況等について学校に申出るよう

にするとともに、学校や教育委員会に対しても、関係機関と連携を図りつつ、加

害者に被害者の居所が知られることがないように、十分配慮するよう依頼してお

くことが必要となる。 

・なお、子どもとともに遠隔地で生活するＤＶ被害者について、住民票の記載がな

されていない場合であっても、居住している実態を確認できれば、滞在先の市区

において予防接種法に基づく定期の予防接種や母子保健法に基づく健康診査な

ど母子保健に関する各種サービスが受けられるので、市区の子育て支援担当課に

相談するよう情報提供をする。なお、「第Ⅲ部－１ ９．母子家庭」105 頁も参
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照のこと。 

窓 口：学校、教育委員会、都道府県の学校教育担当課、市区の保育所担当課、

市区の子育て支援担当課 

出典：内閣府 男女共同参画局『配偶者からの暴力 相談の手引：平成 26年改訂版より』 

（４）主な連携機関 

〔児童相談所（子どもへの医学的・心理学的支援）〕 

必要に応じ適切な支援が実施されるよう、児童相談所と密接に連携を図ることが

必要である。先に述べた通り、暴力は子どもにも重大な影響を与える。児童虐待防

止法では、子どもの面前で配偶者に対する暴力が行わること等、直接子どもに対し

向けられた暴力でなくても、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。 

 

【「児童虐待の防止等に関する法律」 第２条】 

（児童虐待の定義） 

第４項 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭におけ

る配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしいていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情がある者を含む）の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

及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童

に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

 

〔要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）〕 

虐待を受けた児童などの早期発見や適切な保護を図る等、市区の体制強化を固め

るため関係機関が連携を図り、児童虐待等への対応を行っている。 

 

〔民間支援機関団体の母と子の支援プログラム〕 

いくつかの民間支援団体では、ＤＶ被害を受けた母と子の支援プログラムを実施

している。ＤＶ被害者とその子どもがともにプログラムに参加することによって、

親子関係の修復やＤＶによって奪われた尊厳の回復を目指す。 

 

【（社）家庭問題情報センター ＦＰＩＣ：エフピック】 

別れて暮らす親と子どもの面会交流への援助 

 

なお、ＤＶケースの面会交流については「第Ⅲ部－１ ８．家庭不和／離婚 ７）

面会交流」参照。 
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Ⅲ－２．各種相談に共通する事項 

 

婦人相談員が対応する相談・支援の共通事項として、「住まい」「健康・医療」「就

労」「家計・借金」の問題があげられる。いずれも生活再建に向けた自立支援に必要

な課題である。 

相談者は複合的な課題を抱えていることから、相談者に合わせた自立支援の内容を

コーディネートしていく必要があり、そのためには、関係機関と連携した社会資源の

活用が求められる。日頃、それぞれの専門機関との顔つなぎをしておくことが、スム

ーズな連携につながる。 

福祉機関等では、自立のために諸々の制度があり、婦人相談員はこれらの情報を相

談者に情報提供し、それぞれの事情に合わせて活用していけるようにしていく。しか

し、婦人相談員は制度全てを熟知しているわけではないので、それぞれの機関の担当

者から説明を受け、相談者に紹介するか、もしくは、同行支援する方法もある。また、

利用できる制度のパンフレット等を準備しておき、情報提供することで、相談者は制

度の利用がしやすくなる。 

 

１．住まい 

（１）相談・支援のポイント 

ＤＶ被害を受けたり、家から追い出されたり、ホームレス等の状況にある場合、

一時的に入居できる場としては、婦人相談所一時保護所・民間シェルター・婦人保

護施設、母子生活支援施設の緊急保護・一時保護、福祉施設（高齢者施設・障がい

者施設・児童養護施設等）、医療機関、各地区の行政が設置している一時保護専用

住宅や、公営住宅の一時保護住宅として利用等がある。 

これら緊急性のある場合の一時保護施設等の入所は一時的なものであり、退所後

の安定した住居の確保が必要である。支援として考えられる方法は、単身、母子、

高齢者等、相談者の属性や生活状況によって違ってくる。危険性や出身地等の関係

から広域で検討する場合もあるが、いずれも相談者の状況を見極め、思いをしっか

り聴いて、相談者本人の希望に沿った住まいを探していくことが大切である。 

（２）相談・支援内容 

＜一時保護後の居住の確保＞ 

■婦人保護施設；窓口は婦人相談所 

■母子生活支援施設；児童福祉法に基づく施設。18歳未満の児童及び母親が入所で

きる。ＤＶ被害を受けた女性とその子どもも入所でき、地域によっては広域的な

措置を図ることができる。 
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■ステップハウス；一時保護所や施設退所後に、次のステップを踏む段階で利用で

きる施設。施設の近隣のアパートを利用している場合のほか、地域でステップハ

ウスとしての機能を持つ住居を設置している場合等がある。 

■救護施設；窓口は福祉事務所。生活保護法に基づく施設 

■高齢者福祉施設；窓口は市区の高齢福祉所管課 

■グループホーム；障がい者（精神・知的・身体障がい）の施設、支援事業所等が

運営している。窓口は市区の障がい福祉所管課 

■公営住宅（ＤＶ被害者優先枠等あり）；各自治体で運営している。 

■民間賃貸住宅 

■住み込み；ハローワークに相談 

 

それぞれの相談に応じた住居に関する支援があるが、どの相談でも困難となるの

は、保証人の確保と経済的な問題である。家族と疎遠になっていたり、ＤＶからの

避難、借金問題を抱えているなど、様々な事情により保証人になってくれる人がい

ないことが多いからである。保証人がいない場合には、日本保証協会の利用、身元

保証人確保対策支援事業等の支援制度について情報提供し、自立のための一歩を踏

み出せるよう支援していく。また、生活保護受給中の場合には、生活保護費から家

賃の直接払いがあると、保証人なしで借りられるなど、生活保護との連携で住宅の

確保ができることもある。 

経済的な面では、離職者であって、住宅を失った、または失うおそれがある場合

に、「住宅支援給付」制度が活用できる。就職支援とセットになっており、支給期

間は原則３か月、最大９か月の受給が可能である。 

住居が決まり、住民票の異動をする場合、ＤＶ被害者等には住民票の閲覧制限の

制度の利用についての情報提供が必要となる。 

（３）活用できる施策・支援制度 

①身元保証人確保対策支援事業（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業） 

児童養護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際

に、施設長等が身元保証人となる場合の損害保険契約を全国社会福祉協議会が契約

者として締結する。その保険料に対して補助を行う制度。対象施設として、母子生

活支援施設・婦人保護施設・婦人相談所一時保護所（一時保護委託含む）他、児童

関連施設等がある。 
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②ＤＶ被害者の公営住宅の入居（国住総第 191号国土交通省住宅局通知） 

一時保護終了または母子生活支援施設等退所後から５年以内、保護命令発行から

５年以内のＤＶ被害者について優先入居の取り扱いあり。 

婦人相談所の証明書が必要。 

③住宅支援給付（申請窓口は福祉事務所） 

「住宅支援給付」は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住

宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の確保（住

宅喪失の予防）及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度である。地方

自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸住宅の家

賃のための支給を受けることができる。 

相談窓口：現在の住所（住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとす

る地域）を管轄する地方自治体。具体的には、市・特別区、町村（福祉

事務所がある町村の場合）、都道府県（福祉事務所がない町村の場合）

の住宅支援給付担当窓口。 

支給対象者の条件については、厚生労働省ホームページ等で確認できる。 

④住民基本台帳事務における支援措置申出書 

１）配偶者暴力防止法、２）ストーカー規制法、３）児童虐待防止法、４）その

他前記１）～３）に準ずるケースについて、住民票の写し、戸籍の附票（写し）の

交付を制限する。前住所・現住所（１年間、延長可、再度申出が必要）（55頁参照） 

（４）相談・支援における留意点 

施設入所を選択する場合、事前に共同生活の場であること、規則があること等の

情報提供をする。また、事前に施設見学ができれば、相談者自身の自己決定のため

に有効である。その際は、婦人相談員の同行支援が必要。 

施設等の利用については、所属する課内でケースカンファレンス等を行い、理解

が得られるよう努め、組織で対応していく必要がある。 

（５）主な連携機関 

婦人相談所・婦人保護施設・母子生活支援施設・民間シェルター・地域包括支援

センター・市区障害者虐待被害者支援センター・社会福祉協議会・ハローワーク・

介護老人福祉施設・救護施設、障がい者施設・公営住宅係・福祉事務所（生活保護

課・子育て支援課）・警察署 
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２．健康・医療 

（１）相談・支援のポイント 

相談者の多くは健康面、特に精神面で健康を害している場合が多いことから、医

療機関につながるように支援していく。ＤＶ被害者は、ＰＴＳＤ、うつや不安神経

症、強迫障害、パニック障害等と診断されるような精神状態になっている場合が多

く、婦人相談員が同行し、医療機関での診断・治療に結びつくようにすることも必

要である。 

アルコール依存症、ギャンブル依存症、薬物依存症を持つ相談者の中には、ＤＶ

や性的虐待が背景になっていることがある。そのような場合には、精神科ソーシャ

ルワーカー（ＰＳＷ）、保健師、関係機関と連携しながら、あせらずに支援してい

くことが必要である。 

また、病識のない相談者には、傾聴し寄り添いながら、病院の受診ができるよう

支援をしていく。 

（２）相談・支援内容 

身体的暴力・性的暴力等の直後に相談があった場合は、緊急に医療機関や警察と

連携する必要がある。 

また、他の機関から相談につながった場合、保健師等と同行して家庭訪問をする

などして、情報を共有していく。 

障害者医療、精神手帳の手続き等をして、最終的に障害年金取得ができる方法も

あるので、関係機関と連携しながら支援していく。 

（３）活用できる施策・支援制度 

・自立支援医療（精神科通院医療） 

・健康保険（なお、住民票がなくても国民健康保険証の発行を得るためには、配偶

者暴力相談支援センター、婦人相談所・婦人相談員の証明書が必要～配偶者から

の暴力の被害者の保護に関する証明書で、一時保護か面接相談が必要な自治体も

ある） 

 

〔ＤＶ被害者の国民健康保険加入（被害者に係る被扶養者認定の取扱について）〕 

・第三者行為の保険診療の取扱 

・被害者等に係る医療費通知の取扱 

・社会保険；ＤＶ被害者が夫の社会保険から抜ける場合、婦人相談所の証明書の発

行を得て年金事務所に持参する。 

・ＤＶ被害者が子どもを同伴している場合、住民票の記載がなされていない場合で
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も、居住していることが明らかであれば、その市区で法定予防接種・検診が受け

られる。 

・介護保険制度・障害者福祉制度については住民票の記載がなくても居住する市区

で給付を受けることができる。 

（４）相談・支援における留意点 

相談者には、精神疾患、依存症等があることによって主訴の解決が困難になり相

談に来る場合があるが、相談者自身がそのことを自覚していないことも多い。相談

者との信頼関係を築きながら情報提供をしていくことで、自立支援制度の活用をし

ていく。焦らないでゆっくりと、相談者のペースにそっての支援が大事である。 

また、日頃の関係機関との連携と情報共有が重要である。そこから支援が広がり、

自立支援制度の活用等がスムーズに進んでいくことができる。 

（５）主な連携機関 

病院、保健所、福祉事務所（福祉課・障がい者担当課・高齢福祉課）、婦人相談

所、年金事務所、保育所・学校、児童相談所、警察署 
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３．就労 

（１）相談・支援のポイント 

住まいが確保でき、健康面の回復が図られていくと、就労への意欲が出て来るこ

とから、相談者のエンパワーメントのプロセスとしても就労は意義がある。同時に、

生活再建の一環として就労することが必要となる。 

なお、ＤＶ加害者の追跡の危険が高い場合や、相談者本人や子どもの心身の回復

が十分でない場合には、就労支援を急ぐことによって相談者を追い詰めることにな

る場合もある。そのため、相談者の希望に沿った就労が実現できるよう、個々のペ

ースを尊重して支援することが望まれる。 

（２）相談・支援内容 

生活保護受給中の場合には、「生活保護受給者等就労支援事業（ハローワークと

の連携事業）」「福祉事務所における就労支援員を活用した就労支援プログラム」

など、ハローワークと連携した支援プログラムがある。生活保護受給者等就労支援

事業は、児童扶養手当受給者も対象となる。そのほかにも、個々の状況に応じた就

労支援メニューがあることから、それらの社会資源の情報提供をし、活用すること

が可能である。 

その際、フルタイムで働くのかパート・アルバイトか、あるいは、資格取得や技

能講座などを受講して準備するのか、まず相談者自身の意向を聴き、相談者の希望

に沿った就労を目指して行くことが、持続可能な就労を実現するうえで肝心である。 

また、相談者の就労経験によっては、ひとりで履歴書を書くことが困難であった

り、就労に対する不安が大きい場合も少なくない。そこで、履歴書の記載について

助言したり、ハローワークに同行したりしながら、ニーズに応じて支援していく。 

（３）活用できる施策・支援制度 

■ハローワークと福祉が連携している事業としての生活保護受給者等就労自立促

進事業（労働局・ハローワークと地方自治体との協定等に基づく連携を基盤に、

生活保護受給者等の就労促進を図る「福祉から就労」支援事業を発展的に解消の

上、平成 25年度に新たに生活保護受給者等自立促進事業を創設している。） 

■ハローワークの訓練事業で資格取得 

■就労継続支援事業（障害者自立支援法に基づく就労のための施設であり、一般的

な就労が困難な障害者に就労の機会を提供する。事業所の形態としては障がいが

ある場合のＡ型・Ｂ型作業所への就労がある） 

＊就労支援Ａ型；対象は 65歳未満で就労が可能な人。障害者と雇用契約を結び、

原則として最低賃金を保障する。 
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＊就労支援Ｂ型；授産施設や作業所など非雇用型の施設で就労可能な人。雇用契

約は結ばず、利用者が比較的自由に働ける。 

・セーフィテーネットとしてのハローワーク（就労支援）、福祉事務所（住宅支援

給付制度）、社会福祉協議会（生活福祉資金貸付制度）の利用 

（４）相談・支援における留意点 

・就労に関する阻害要因は何かを見極め、社会資源の活用につなげる。 

・就労に対して、相談者には、「自分にはできることがない」など自信を喪失して

いる場合が多々見られる。婦人相談員は、相談者のできないところではなく、で

きていること、よかったこと等を一緒にみつけていく関わりが必要である。この

ようなストレングス視点（その人の持つ強み、力、良いところ、努力などに着目

する視点）をもとに、資格取得や仕事等将来の目標を設定していくことが、エン

パワーメントに繋がる。 

（５）主な連携機関 

ハローワーク、福祉事務所（生活保護・子育て・障がい）、社会福祉協議会、障

がい者支援相談事業所、福祉施設 
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４．家計・借金等 

（１）相談・支援のポイント 

安心して暮らしていくためには経済的な安定が必要だが、相談に訪れた時点は最

も困難な生活状況の時期である。そのような場合には、生活保護制度が最も活用さ

れる制度である。生活保護制度の情報提供だけではなく、申請相談には婦人相談員

の同行支援があると相談者も安心できる。生活保護は現在地保護となっており、一

時保護所に入所中は、依頼元の住所地の福祉事務所に生活保護申請となる。 

また、経済的な問題としては、相談者名義で多額の借金があり返済が困難になっ

た場合、連帯保証人として追及されている場合、勝手に名義を使われている場合、

夫の行方不明による借金の取り立てがある場合等がある。その背景には、生活困難、

夫等のギャンブル、家族関係の破綻などがあることから、借金の整理をするための

情報提供に合わせ、今後の生活再建について支援することが必要である。 

（２）相談・支援内容 

生活保護の申請については、ケースワーカーとの面接に同行して婦人相談員も同

席し、その後も連携しながら支援をしていくことが必要である。 

借金の整理の方法として、自己破産、個人民事再生手続き、任意整理、特定調停

等がある。これらについては、殆どの市区で消費者問題の相談窓口が設置されてい

るので、活用して相談することができる。また、各関係機関が実施する無料弁護士

相談等を有効に活用し、安心して生活できるように支援していく。自己破産の手続

きは個人でもできるので、費用は少額で済む。弁護士に依頼する場合は、法テラス

を利用することができる。依頼したい弁護士がすでにいる場合には、事前に法テラ

スを利用したいことを当該の弁護士に話しておくとよい。法テラスの相談は無料で

できる。相談内容によっては、後見人制度、補佐人選定、権利擁護の制度等の利用

も考えられるので、情報提供していく。（93頁を参照） 

（３）活用できる施策・支援制度 

■児童手当 

中学校卒業まで（15 歳に達した後の最初の３月 31 日まで）の児童を養育してい

る者に支給。３歳未満 15000円、３歳以上小学校終了前１万円（第３子以降は 15000

円、中学生１万円、所得制限対象者 5000 円）。ＤＶ被害者の場合、加害者が監護・

生計要件を満たさない場合には、職権による支給事由消滅の処理を加害者居住の住

所地に依頼するとともに、被害者に対して申請の支援・審査等を行う。被害者が申

請する際には、婦人相談所等の証明書や保護命令決定書の写し等が必要。同伴児に

ついても同様（住民基本台帳の閲覧制限支援措置対象者は、婦人相談所等の証明書
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や保護命令決定書の写し等は省略可）。 

■特別児童扶養手当 

20歳未満の中程度以上の障がいを持つ子どもを養育している人に支給される。月

額（１級）50,400 円、（２級）33,570円 

■障害児童福祉手当 

20歳未満の重度の障がいを持つ子どもに支給される。月額 14,280 円 

■年金 

・ＤＶの相談をしているという証明書の発行で、被害者の国民年金原簿に記録さ

れている住所等の秘密保持ができる。 

・収入金額により年金の免除の申請ができる。 

■障害年金 

国民年金の障害年金は市区の年金係の窓口、厚生年金の障害年金は近くの年金事

務所の窓口 で申請できる。 

■就学援助制度 

公立小・中学校に就学する児童・生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行費及

び給食費などの教育費の一部を支給する就学援助の事業で、所得制限がある。教育

委員会、学校、民生委員等に相談できる。 

■お金の管理に関して 

後見人制度・補佐人制度・地域福祉権利擁護事業等の活用もできる。 

（４）相談・支援における留意点 

ＤＶ被害者等が住民票の支援措置申出をしていても、借金については閲覧制限を

できない場合があるので注意する。 

（５）主な連携機関 

福祉事務所（生活保護・子育て・障がい）、教育委員会、学校、社会福祉協議会、

弁護士・法テラス、家庭裁判所・地方裁判所、司法書士、警察署、民生員児童委員、

ハローワーク、消費生活相談センター  
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 第Ⅳ部 婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援施設および民間シェルターとの連携  

１．婦人相談所との連携 

婦人相談所は婦人保護事業の中核をなす機関である。婦人保護事業を取り巻く状況

の変遷に伴い、その重要性は増している。 

婦人相談所の役割は、支援を必要としている利用者から相談を受け、必要な場合に

は保護し、自立に向けての支援を行っていくことである。地域における婦人保護事業

の中核機関として、関係機関と連携し、一人ひとりの利用者に適した支援ができるよ

うコーディネイト的な役割も担っており、婦人相談員が利用者支援を行うに当たって、

婦人相談所との連携は必要不可欠である。 

（１）一時保護に関する婦人相談員の業務（役割） 

①依頼時 

一時保護機能は婦人相談所が有していることから、一時保護の際は婦人相談所と

の緊密な連携が欠かせない。本来、利用者の状況等の把握については、婦人相談員

が今後支援を行う上で必要であるが、一時保護の利用にあたり、利用者本人及び他

の利用者の安全・安心を確保するためにも、最低限の情報は必要である。 

また、婦人相談員は、一時保護の際には一時保護所に対して、今後どのような流

れで支援を行うのか、初期目標等の支援計画を説明し、一時保護所での支援内容を

確認する。（22～31 頁参照） 

一時保護を依頼する際にどのような情報が必要か、事前に婦人相談所と意見交換

を行い取り決めしておくことが望ましい。（27～28頁「一時保護にあたってのチェ

ックリスト」参照） 

なお、参考までに必要と考えられる情報について列挙する。 

〔利用者・同伴者の基本属性〕 

氏名、生年月日、性別、同伴児との続柄、職業・生計、住所・現在地 

外国籍の場合：国籍、在留資格、在留カード、日本語の理解度 

〔保護理由〕 

保護を求めたきっかけ、生活歴、親族の支援の有無、ＤＶの場合はその内容・経

過・危険度 

〔利用者・同伴者の心身の状況〕 

持病・けが・障がいの有無・病状等 

通院の有無（医療機関名、受信頻度、前回受診日、次回受診予定） 

服薬状況（何日分持参できるか。入所中に足りなくなった場合の対処方法） 

日常生活における留意点（食事・入浴への配慮、食物アレルギーの有無等） 

〔今後の方向性〕 

本人の意向、福祉事務所等の援助方針 
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〔その他〕 

所持金 

医療費の対応について（医療保険の有無・使用の可否、医療単給の可否） 

利用者が保護所等の決まりごとを了解しているか 

（例：携帯電話・通信機器の利用制限、相部屋、外出の制限、仕事や学校に行け

ないこと等） 

②一時保護期間中 

一時保護期間中は、利用者の意思を尊重しつつ、婦人相談員は一時保護所の職員

と連携・協働しながら利用者のアセスメント情報を共有し支援していくことが必要

である。（「第Ⅱ部 ２．（５）Ｃ．緊急一時保護中の支援」参照） 

特に留意が必要なこととして以下のことが考えられる。 

なお、一時保護期間中の婦人相談員による支援については、各自治体における婦

人相談員の体制や県等の状況を踏まえ、利用者本位の支援の観点から、婦人相談所

と連携を図りながら支援を行っていく必要がある。（状況によっては、一時保護所

の職員が主としてケースワークを担い、同行支援等を行っている県等もある。それ

ぞれの状況に応じて柔軟に対応することが求められる。） 

 

■面会（来所面接） 

婦人相談員は、相談者が安心して過ごし、先の見通しを持つことができるよう、

必要に応じて婦人相談所を訪問し面会する。 

特に支援の難しい利用者の方（精神疾患、妊娠後期、若年の利用者等）について

は、婦人相談所一時保護所との連携を密に図って支援を行う。 

■同行支援 

医療機関への受診、警察（行方不明不受理の申出等）、市区（離婚届不受理の申

出等）、法テラス等々への同行支援 

■妊娠後期の利用者への支援（対応） 

妊娠後期の利用者については、リスクが高い場合が多い。容体が急変したり、急

な出産等が想定される。妊娠後期の利用者を一時保護する場合は、出産病院を定

め必ず受診・検査を済ませておくのはもちろんであるが、緊急の場合の受診方法

等（病院名、連絡体制、費用負担）については、必ず事前に整理しておく。また

特定妊産婦については、出産後のある程度の見立て（母子で支援するのか、母子

分離で支援するのか等々）を事前に行っておくことが望ましい。 

■同伴児童等への支援（対応） 

・保育所・幼稚園、学校等への通学に関する説明・連絡 

・児童福祉主管課との連携、児童相談所との連携 

・心のケア 

なお、転園・転校は子どもにとって一番のストレスと言われている。そうせざる
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を得ないとしても、子どもの心情に十分配慮し、状況に応じて子どもへも丁寧に

説明することが必要であろう。 

また、母子の状況や、子ども自身の状況から児童相談所や地区の児童主管課へ繋

ぐ必要がある場合もある。婦人相談員は婦人相談所の職員と連携・協議し、状況

に応じて児童相談所等と連携を図っていく。 

■婦人保護施設への入所の場合の支援（対応） 

婦人保護施設への措置入所は、利用者にとって非常に不安なものである。入所に

至る前に利用者と話し合っていたとしても、利用者の不安を和らげ、新しいとこ

ろ（施設）で新たな一歩を踏み出せるように地区の担当婦人相談員が見学等に同

行することが望ましい。 

入所後はそれぞれの地区の取り決めにより、婦人保護事業に係ることについて、

施設所在地の（福祉事務所の）婦人相談員へ引き継ぐ（移管する）場合は、必要

十分な情報を提供し、利用者支援が途切れることのないようにしなければならな

い。 

引き続き入所措置を依頼した市区の福祉事務所の婦人相談員が支援する場合は、

入所後も当該婦人保護施設と連携を密に図り、定期的な面接や施設が策定する自

立支援計画に関与するなど、自立へ向けた支援を施設と一緒に行っていくことが

望ましい。 

なお、婦人保護施設への入所については、何より利用者の意思を十分尊重しなけ

ればならない。その上で婦人保護施設の目的・役割を十分踏まえて方針を立てる

ことが肝要である。 

■緊急連絡体制の整備・伝達 

精神疾患や持病等を患っている方だけでなく、入所の際に特に問題ないと思われ

た方であっても病状や容体が急変することは当然あり得る。また注意していても、

一時保護中に何らかの事故が発生する場合も否定できない。利用者の生命を預け

ていることを十分認識し、万が一の時の緊急連絡先・緊急連絡体制を婦人相談所

（一時保護所）に伝えておく。 

③退所時 

退所前に今後の支援等（地域の活用できる社会資源、地区の婦人相談員の関わり

等）について、本人と面接をし（面接を重ね）、情報提供する。特にＤＶ被害者で

夫等のいる自宅への帰宅を選択された場合については、再び暴力を振るわれた場合

の対応方法等について、利用者と確認しておくことが適当である。 

また、ＤＶ被害者で特に追及等の危険が高いと推察される場合は、本人同意のも

と、退所先の警察に情報を提供し、必要な支援を受ける等の方策も模索すべきであ

る。 
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（２）その他（留意事項） 

その他、留意すべき事項について示すが、県等と市区との役割分担については、

それぞれの自治体の体制や状況等を鑑み、それぞれの方針や考え方に基づいて実施

する。 

①ＤＶ証明書 

各種ＤＶ証明書については、「配偶者暴力相談支援センター」（以下、「配暴セ

ンター」と言う。）でなければ発行することができないものがある。配暴センター

を持たない市区の婦人相談員は、必要に応じて配暴センターへ証明の発行を依頼す

る。各証明のもつ意味・利用の仕方等については、事前に利用者へ十分説明するこ

と（特に、これは「暴力があったことの証明」ではなく、相談を利用したことの証

明である旨、必ず説明すること）。 

なお、いわゆるＤＶ証明がなくても申請できるものもあり（例えば、自動車免許

証の申請等）、婦人相談員は予めその辺のことを確認しておくこと。 

②保護命令 

ＤＶ被害者にとって保護命令は、時として非常に有効な手段になり得る。婦人相

談員は、利用者に対し保護命令の要件や趣旨を十分説明し、本人が申し立てをする

かしないか判断できるようにする。また、保護命令決定通知書の写しがあれば、そ

れがＤＶ被害者であることの証明になる場合もある。 
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２．婦人保護施設 

婦人保護施設は、利用者の自立に向け、中長期的に心身の健康の回復を図りつつ、

生活を支援するという婦人保護事業において非常に重要な役割を担う施設である。加

えて一時保護の委託先としても活用されており、それぞれの場合に応じて必要な支援

を行っていく。 

（１）措置入所 

①自立支援計画への関与 

婦人保護施設では、毎年、自立支援計画を作成している。作成に当たって、婦人

相談員（移管していない場合は入れ元の婦人相談員、移管している場合は施設所在

地を所管する福祉事務所等の婦人相談員。以下、同じ）は、本人との面接や施設と

の協議を踏まえ、自立へ向けての見解や協力できる（すべき）事項等について意見

を述べるなど関与していく。 

②面会（面接）、支援会議等への出席 

婦人相談員は、入所中、利用者と定期的に面接するほか、支援方針会議等へもで

きる限り出席することが望ましい。 

③退所について 

利用者の退所に向けて、退所の是非、時期、退所先、生活の見通し、支援体制、

アフターケア等々について、事前に婦人保護施設、婦人相談所と連携して対応する。 

退所後の支援については、退所後の住所地を所管する福祉事務所等の婦人相談員

に、本人の同意を得た上で、必要な支援が受けられるよう引き継ぐ。居住する自治

体に変更がない場合は、引き続き支援を行っていく。なお、引き継ぎの時期につい

ては、利用者の状況に応じて対応する（利用者本位の対応が必要）。 

④その他 

１）医療費について 

婦人保護施設入所中は、衣食住は公費で賄われ、法制度上、本人負担も発生しな

いが、医療が必要となった際、本人に負担能力がない場合は医療費については生活

保護の適用（医療単給）が必要となる。婦人相談員は予め生活保護担当と調整を行

い、速やかに適用できるよう連携しておく。 

２）その他 

他の利用者とトラブルを起こしたり、施設のルールが守れない等の問題行動や、

施設での生活に適応できない場合は、婦人相談員は、婦人保護施設及び婦人相談所

と連携を図り、利用者と面接を行うなど、一緒に対応していくことが必要である。 
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（２）一時保護委託 

婦人相談員の役割に関する基本的な考え方は、一時保護所における場合と同様で

あるが、婦人保護施設の状況に応じて、婦人保護施設が主体的に行うべき事項、市

区の婦人相談員が主体的に行うべき事項等について、事前に話し合って共通認識を

持っておくことが望ましい。 

（３）その他（地域資源としての活用等） 

婦人保護施設によっては、女性支援だけでなく地域の資源として活用されている

場合や独自の事業を行っていることも想定されるので、活用方法についても予めリ

サーチしておくことが肝要である。 

想定例：生活困窮者に対する宿泊支援、憩いの場（サロン）としての活用 

退所者に対する同行・見守り支援 等 
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３．母子生活支援施設 

母子生活支援施設は、施設や自治体によって支援の内容に差はあるものの、母子世

帯を対象として総合的な支援を担う生活施設である。ＤＶ被害を受けた母子世帯の受

け入れを行っており、入所者全体に占めるＤＶ被害者の割合は約６割となっている。

また、婦人相談所の一時保護の委託先として 103 か所（平成 25 年度）の母子生活支

援施設が活用されており、ＤＶ被害者のシェルターとしても大きな役割を担っている。 

婦人相談員は、母子・父子自立支援員（以下、「自立支援員」と言う。）と兼務し

ているケースが見られるが、そうでない場合も、母子生活支援施設で支援を行うこと

が妥当であると判断された場合は、速やかに入所できるよう、関係機関と調整を図っ

ていく。 

具体的には次のようなことが考えられる。 

・入所会議の参加 ※ 自治体によっては婦人相談員が参加しないところもある。 

・広域の場合の対応、手配、引き継ぎ ※ 必要に応じて行う。 

・退所後の支援 

・子どもへの支援（児童相談所、児童家庭支援センター等との連携が必要な場合

もある） 

自立支援員と兼務でない婦人相談員は、自立支援員へ情報等を引き継ぎ、切れ目の

ない支援が行えるよう心掛ける。また、婦人相談員として支援が必要な場合は、自立

支援員と連携を図り必要な支援を行っていく。 

母子生活支援施設は、主に同伴児童のいる利用者（母子世帯）や支援の必要な妊産

婦の一時保護の外部委託先としても活用されている場合がある。 

その場合の婦人相談員の役割に関する基本的な考え方は、婦人相談所の一時保護所

における場合と同様であるが、母子生活支援施設の状況に応じて、母子生活支援施設

が主体的に行うべき事項、市区の婦人相談員が主体的に行うべき事項等について、事

前に話し合って共通認識を持っておくことが望ましい。 
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４．民間シェルター 

民間シェルターとは、民間団体によって運営されている、暴力を受けた被害者など

が利用できる施設である。 

民間シェルターでは、被害者の一時保護だけにとどまらず、電話相談や面接相談、

同行支援、自立支援、退所後の支援、就労支援、子どもへの支援、自助グループ活動

など、女性や子どもに対するさまざまな援助を行っている。運営形態としては、ＮＰ

Ｏ法人や社会福祉法人等の法人格を持っているところや、法人格を持たない場合など

多様である。各都道府県・政令指定都市が把握している民間シェルターを運営してい

る団体数は全国で 116（平成 26 年 11 月現在、内閣府）であり、被害者の安全の確保

のため、所在地は非公開である。 

民間シェルターは、現行ＤＶ防止法の下では、主にＤＶ被害者等の一時保護の委託

先として位置づけられており（第 3条第 4 項）、あらかじめ婦人相談所と民間シェル

ターが委託契約を結び、利用が必要な時に婦人相談所からの一時保護委託を受けてい

る。 

民間シェルターへの一時保護委託は、利用者の状況に柔軟に対応するための手段と

して重要である。さらに、民間シェルターは、中長期的な支援を行っており、一時保

護終了後に、生活再建に向けた生活の場として、利用者が民間シェルターの利用を希

望する場合も考えられる。 

また、民間シェルターによっては、外国人利用者やＬＧＢＴＩなどへの専門的な支

援を行っているところもあり、民間シェルターと定期的な情報交換を行って連携を図

る必要がある。ただし、民間シェルターへの一時保護委託がコンスタントにあるわけ

ではなく、安定した財政基盤を持たない民間シェルターの運営状況への理解も必要で

ある。 

一時保護の委託先として利用している場合、婦人相談員の役割に関する基本的な考

え方は、婦人相談所の一時保護所における場合と同様であるが、民間シェルターの体

制や状況に鑑み、民間シェルターが主体的に行うべき事項、市区の婦人相談員が行う

べき事項等について、事前に話し合って共通認識を持っておくことが望ましい。 

また、ＤＶ防止法は、被害者支援にあたって、必要に応じて民間団体との連携に努

めるものと規定している（第３条第５項）。民間シェルターが支援実績を積み重ねて

きた地域では、民間シェルターは地域の被害者支援のための不可欠な社会資源となっ

ている。そのような地域では、婦人相談員と民間シェルターとの緊密な連携が日常的

に図られており、自治体行政・婦人相談員・民間シェルターの三者が一体となって、

被害者支援が円滑に進められている。 

現行ＤＶ防止法上、民間シェルターは被害者支援システム内に位置づけられていな

いが、地域における被害者支援のための貴重な社会資源である。民間シェルターの特

性や利点を十分理解したうえで、連携・協力に努めたい。また、今後、行政による民

間シェルターへの財政上の措置を図っていくことも課題である。  
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 第Ⅴ部 研修体制  

婦人相談員が相談支援において適切な対応を行うためには、定期的な研修及びスー

パーバイズ体制の整備が欠かせない。近年、ＤＶ事例をはじめとして、困難ケースが

増加する一方で、雇止めの影響もあり、勤続年数が短く、経験の浅い婦人相談員の割

合が高まっている（０～３年未満 38.8％、３～５年未満 21.7％、厚生労働省「婦人

相談員活動実態調査」2014 年）。他方、10 年以上の経験のある婦人相談員も一定割

合を占め、婦人相談員の勤続年数には二極化傾向がみられる。 

経験の浅い婦人相談員ほど相談業務の充足度が低くなっていることに注意が必要

である（厚生労働省前掲調査）。業務の充足度が低い理由としてもっとも多いのが「業

務のための知見やスキルが不十分」なことがあげられる。相談支援に必要な基礎知識

や情報、技能を習得する機会が十分保障されなければ、婦人相談員は自信を持って業

務にあたることができない。すべての婦人相談員への初任者研修を必ず実施すべきで

ある。また、勤務年数の長い婦人相談員にとっても、精神的疾患や知的障がいのある

人や外国人、若年女性、子どもの問題を抱えた人などの困難事例や複合的な課題を抱

えた相談者への支援、相次ぐ法改正への対応、関係機関との連携協力など、最新の知

識と情報に裏打ちされた対応が不可欠となっており、経験年数にかかわらず、研修の

重要性は変わらない。 

１．研修体制の現状 

しかし、定期的な研修の必要性は必ずしも共通認識となっておらず、研修体制及び

研修内容・方法については各都道府県に任されているのが実状である。 

上記厚生労働省調査によると、都道府県実施の研修への参加がもっとも多く、以下、

所属機関内での研修、外部の研修受講と続く。スーパーバイズの受講は２割以下にと

どまる。ただし、研修参加回数は年１回が多く（約３割）、電話相談員の場合は１年

間に１回も「参加機会なし」が３～４割を占めている（厚生労働科研費「女性・母子

の保護支援における婦人相談所の機能評価に関する研究」2013）。電話相談員を含め

たすべての婦人相談員について、研修機会が保障されなければならない。 

婦人相談員の研修への参加が少ない理由として、研修会等の参加費及び交通費が自

己負担になること、職場の人員不足のため休みが取れないことがあげられる。業務内

研修で扱われないテーマや、より専門的な知識や技能を習得するための外部研修や研

究会に自己負担で参加している婦人相談員は少なくない。婦人相談員による自主的な

研究会も各地で開催されている。 

交通費及び参加費用を国が負担する研修事業は、現在のところ、年１回開催の厚生

労働省「婦人相談所指導的職員に対する研修」及び全国３か所で開催されている内閣

府事業（女性に対する暴力被害者支援のための官官・官民連携促進ワークショップ事

業）などに限られる。ただし、これらの国による事業の研修成果は個人レベルにとど

まっており、地域全体の専門性向上への研修効果の波及については検証が必要である。

また、所属機関内及び都道府県における研修テーマ・内容・方法に関するデータが収
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集・整理されていないが、婦人相談員のニーズに即したテーマ・内容なのか、相談支

援対応で困難に感じている点など、研修ニーズの把握が求められる。 

婦人相談員が業務上特に必要と考えている研修テーマとして、法的知識・情報、困

難ケースへの対応方法、関係諸機関との連携、相談対応のスキル、婦人相談員のメン

タルヘルス、具体的な事例検討、他機関での支援実践例が多く挙げられている（上記

厚生労働省調査）。 
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２．研修体制の構築に向けて 

婦人相談員が適切な相談支援を行うためには、第一に、研修を業務の一環に位置づ

け、業務時間内に研修を保障することが重要である。その場合、階層別研修プログラ

ムを構築し、基礎的知識や技能を習得するための初任者研修は組織内あるいは都道府

県で必ず行う。第二に、公平な研修参加機会の保障が必要である。人員体制が不十分

な場合は、ローテーションの工夫を行い、国の事業による外部研修へも参加しやすい

ようなバックアップ体制を整備する。 

第三に、専門知識や技能を習得するために、警察や弁護士会、医師会・保健所、裁

判所、民間シェルターなど地域の専門機関や専門家、民間団体との連携を強化し、事

例検討会などの開催を定期的に実施し研修の場とすることも考えられる。具体的な事

例を通した研修は相談支援の対応の改善に有効である。また、婦人相談員と関係機関

の施設スタッフとの合同研修も検討されてよい。 

第四に、研修テーマは法改正時の対応やその時々のニーズにより設定されることが

多いが、ややもすると、知識情報提供型やハウツー型の研修になりがちである。研修

プログラムの体系化が望まれる。大別すると、構造把握編と実践編に分けられる。構

造把握として、相談支援の意義と役割、支援理念、問題把握の視点、女性の困難を生

み出す背景の理解、日本社会のジェンダー構造の把握などジェンダーの理解、特別な

配慮を必要とする場合や現代的課題の把握などが考えられる。実践編では相談から回

復支援までのプロセスと留意点、組織としての支援、トラウマなど精神的ダメージを

受けている人への支援方法、外国人、障がいのある人へ支援方法、関連法知識、関係

機関との連携や地域の社会資源、婦人相談員のメンタルヘルス（二次受傷）、証明書

や記録の書き方など実務的な内容などが考えられる。研修教材として、厚生労働省「婦

人相談所ガイドライン」や本指針の活用が望まれる。 

第五に、研修の企画段階から婦人相談員が参画し、相談支援現場のニーズに即した

研修テーマの設定や講師選定、研修方法の検討を行う。 

第六に、研修方法を座学方式だけではなく、グループ討議やケース検討など、実践

型・参加型に組み替えていくことが重要である。 

第七に、スーパーバイズの機会を必ず保障する。とりわけ、一人体制の婦人相談員

ほど相談対応について不安に感じていると思われる。スーパーバイザーは都道府県単

位で確保する。また、経験年数の長い婦人相談員がいる場合は、婦人相談員によるグ

ループスーパーバイズを検討してもよい。 

第八に、研修での民間団体との連携協力や民間団体の研修プログラムの活用が必要

である。 

最後に、研修成果の評価－自己評価・第三者評価が検討されるべきである。さらに、

成果の業務内容改善への反映、組織体制の改善、地域の社会資源の開発や他機関との

情報共有と理解の促進への反映について組織として検討すべきであろう。



 

 おわりに  

本婦人相談員相談・支援指針は、全国の市区に配置されている婦人相談員の相談・

支援業務の指標として策定されたものである。自治体によって、婦人相談員の配置数

や配置先、連携ができる関係機関、一時保護委託先は異なり、相談・支援のあり方は

多様である。相談・支援の質の向上のため、それぞれの市区の状況に合わせて本指針

を活用して頂きたい。 

現在、経験年数が少ない婦人相談員が増加している。指針においては実際の現場で

想定しうる相談・支援について、新たな課題を含めて幅広く取り上げ、支援する際の

留意点についても記載した。本指針策定にあたっては、経験年数にかかわらず、一定

の質を保持した適切な相談・支援が提供できるよう留意した。 

婦人相談員が業務を円滑に、かつ、適切に遂行するためには、婦人相談員が所属す

る組織における協働と連携が不可欠であり、また、地域の社会資源の活用には庁内他

部局との連携も必要となってくる。この横断的な連携・協働が促進されることが相談

者のエンパワーメントに繋がっていくことになる。婦人相談員の業務を個人的な努力

にとどめることのないよう、自治体としてのバックアップ体制の確立が不可欠である。

特に、専門性の獲得と資質の向上のために研修受講の機会を保障することや、要保護

児童対策地域協議会のような関係機関連絡会議の開催など、関係部局と婦人相談員業

務との有機的連関を図るなど、実施機関として市区の指導的役割が極めて重要である。 

なお、婦人相談員をめぐる今日的課題として「研修体制の充実」「婦人相談員同士

のネットワーク構築」「組織内連携協働の推進」「セルフマネージメント」「待遇改善」

などが挙げられている。本指針の活用で解決につながる問題もある一方で、抜本的な

見直しが求められる課題もあり、今後、引き続き検討することが必要である。また、

本指針は必要に応じて改訂し、より実効性の高いものに改善していく必要がある。 

最後に、本婦人相談員相談・支援指針策定に際し、ご協力頂いた支援機関や、民間

支援団体に改めて謝意を表する。本指針が全国の婦人相談員と相談者にとって未来を

きり拓くための道標となることを期待する。 



 

婦人相談員相談・支援指針策定ワーキングチーム委員 
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『電話相談員のためのセクシュアル・マイノリティ支援ハンドブック』2012年 

■尾崎礼子著『ＤＶ被害者支援ハンドブック』朱鷺書房,2005年 

■性暴力禁止法をつくろうネットワーク『性暴力をなくそう―包括的な性暴力禁止法

にむけて』2014年 

■性暴力救援センター・大阪『当事者の視点に立った支援とは―「開設１周年の集い」

報告と、その後のSACHICO―』2012年 

■出入国管理研究会編『ひと目でわかる外国人の入国・在留案内―14訂版－外国人の

在留資格一覧』日本加除出版社,2012年 

■高畑克子編著『ＤＶは今 協働による個人と環境への支援』ミネルバァ書房,2013

年 

■特定非営利活動法人全国女性シェルターネット『ＤＶ家庭における性暴力被害の実

態』2009年 

■東京都社会福祉協議会婦人保護部会調査研究委員会『婦人保護施設実態調査報告書

－2008年度、2009 年度』2010年 

■特定非営利活動法人ＢＯＮＤプロジェクト『生きるチカラ報告書～10 代 20 代女性

の自殺念慮調査～』2012年 

■特定非営利活動法人ＢＯＮＤプロジェクト『性暴力に殺される…～届かない女の子

たちのＳＯＳ～10 代 20代の女の子の生と性に関する調査報告書』2014年 

■東京都自治研究センター・ＤＶ研究会編『笑顔を取り戻した女たち－マイノリティ

ー女性たちのＤＶ被害 在日外国人・部落・障害』パド・ウィメンズ・オフィス,2007

年 



 

■ウェンディ・スーザン・ディートン 柿木和代訳『ドメスティク・バイオレンス サ

バイバーマニュアル』明石書店,2005年 

■打越さく良『Ｑ&Ａ ＤＶ事件の実務』日本加除出版社,2012年 

■全国婦人相談員連絡協議会「よりよい援助のために（Ⅱ）ＤＶ被害者支援プログラ

ム」全国婦人相談員連絡協議会,2003年 

２．参考インターネットサイト 

■警察庁「平成 22年の犯罪」 

https://www.npa.go.jp/archive/toukei/keiki/h22/h22hanzaitoukei.htm 

■厚生労働省「厚生労働行政における婦人保護事業関係機関（概要）」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukate

ikyoku/0000065114.pdf 

■厚生労働省「母子家庭等関係」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/bo

shi-katei/ 

■厚生労働省「ひとり親家庭等の支援について」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukate

ikyoku/0000059365.pdf 

■独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所「犯罪被害者に対す

る急性期心理社会支援ガイドライン」 

http://cocorocare.jp/c/ 

■内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告書」2012年 

http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/h24_boryoku_cyousa.html 

■内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会「『女性に対する暴

力』を根絶するための課題と対策～性犯罪への対策の推進～」2012年 

http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/index_hbo07.html 

■日本年金機構「離婚時年金分割制度」 

www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241 

■横浜市男女共同参画推進協会「若年女性無業者の自立支援に向けた生活状況調査報

告書」2009年 

http://www. women.city.yokohama.jp/girls/girls_tyousa/ 

■「社会福祉士の倫理綱領」 

http://www.jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/#02 

  



 

３．事業紹介 

■武蔵野大学心理センター「母と子のコンカレントプログラム」 

http://629143marine.blog118.fc2.com/blog-entry-456.html 

■母子家庭等就業自立支援センターや養育費相談支援センター養育費相談、弁護士に

よる法律相談, 

http://www.youikuhi-soudan.jp/youikuhi.html 

■法テラス・サポートダイヤル 

■東京弁護士会セクシュアルマイノリティ 電話法律相談 

 


