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はじめに
静岡県におけるＤＶ被害女性の一時保護件数のうち、外国人は 2007 年から 2009 年の 3
年間で 56 件に及ぶ。しかし、これは緊急性が高いケースで、被害の氷山の一角だと思わ
れる。静岡県における一時保護全体に占める外国人割合は 10％を越え、他の自治体より割
合が高い傾向にあり、少数言語話者の支援が特に難しいとも報告されている。静岡県の外
国人人口比率は 1.9％なので、外国人女性がＤＶ被害に遭う確率は日本人女性の５倍以上
と言えよう。
概念的に示すと、下図のように、女性のＤＶ被害者支援と、外国にルーツをもつ人の生
活支援の重なりに、外国にルーツをもつ女性のＤＶ被害者支援がある。外国人 DV 被害女
性は、ジェンダー、言語、本国法と日本の法律の相違による離婚および親権者となる手続
きの困難、その知識不足、また日本で相談相手となる親族や友人の少なさ、離婚による在
留資格の喪失等在留資格、複合的な困難がある。
ＤＶ被害者の中には、シェルターへの緊急一時避難や、外出時の同行支援が必要な場合
がある。しかし、静岡県では、外国人女性の言語や文化的背景に配慮した相談支援、民間
シェルターは十分に制度化されておらず、同行支援も事業化されていない。
周知のように、静岡県は様々な文化的背景をもつ人びとが居住している（外国籍人口割
合は全国７位）
。（公財）静岡県国際交流協会が 2011 年度から独自に外国人相談員にＤＶ
研修をしたり、女性相談員と合同で研修をおこなうなど、独自の試みをおこなってきた。
しかし、女性一般のＤＶ被害者支援体制と連携について欠かせない同行支援者やコーディ
ネーターに対して、安定して事業運営する体制がなかったことが課題であった。他方、官
民の女性一般の相談事業では、①ＤＶ被害女性の相談支援体制をすでに持っているが、外
国にルーツをもつ人に特有の課題（言語、法律）に特化した相談体制はもっていない、②
相談時の通訳、医療通訳・法廷通訳・生活相談や自立支援の際の通訳者は予算化されては
いるものの、相互利用体制がなかったり、活用に関する周知が不足していたりして、十分
に利用できていない、③官民
ともに県内では同行支援事業
制度がなく、民間も独自にシ
ェルターの受入をおこなって
いないため、伴走的に、ワン
ストップ的に対応できていな
い、などの課題があった。
そのため、2015 年 2 月に
「外国人女性支援研修会」と
題して、静岡県外から外国人
女性のＤＶ相談・支援、外国
人女性の妊娠葛藤・養育相談
の現場の方を招き、オープン
な研修会を開催した（静岡大
学人文社会学部主催、企画運
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営・白井千晶）
（当日の記録は『アジア研究』11 号を参照）。
この研修会を機に県内官民機関の連絡会議を定例的に開催することになり、現状や課題
について情報交換する場ができた。座長は静岡大学・白井千晶、参加機関は、行政から静
岡県健康福祉部こども家庭課、静岡県企画広報部多文化共生課、静岡県女性相談センター、
民間機関から（公財）静岡県国際交流協会、NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか、
NPO 法人 Safety First 静岡で、時に他のオブザーブ参加もあった。
連絡会議の中で、短期的課題として現状調査の必要、支援者の養成の必要があげられた
ことから、助成金を申請し、静岡県立大学の高畑幸も加わって平成 27 年度に調査研究を
おこなうこととした。
平成 27 年ふじにくに地域・大学コンソーシアム学術研究助成に「静岡県における外国
人女性の DV 被害支援に関する実態調査および支援者養成プログラム構築」と題する学術
研究助成金の交付が決定し、下記の研究体制で実施した。
研究組織
連携機関

研究代表者

白井千晶（静岡大学）

共同研究者

高畑幸（静岡県立大学）

静岡県
（公財）静岡県国際交流協会
NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか
NPO 法人 Safety First 静岡

年間計画
（１）実態と支援ニーズの把握
1. 県・市町行政機関へのヒアリング（県所管課、県女性相談センター、市所管課）
2. 県・市町国際交流協会へのヒアリング
3. 県内の民間女性相談機関へのヒアリング
4. 県内のその他の民間機関へのヒアリング（外国人の生活相談・支援をインフォ
ーマルに受ける教会等）
5. 県外の広域的な民間の外国人女性のDV被害相談支援機関へのヒアリング
（２）支援者養成プログラム
外国人支援者（外国人相談員、外国人アドバイザー等）、女性支援者（女性相談員、担
当課等）に対する研修会を実施する。
（３）連絡会議の開催
1. 従来の官民連絡会議
2. 主要相談支援機関・専門家および外国人居住者の多い市町の行政や国際交流協会を
交えた拡大的な連絡会議
本書では、これらの研究調査および会議研修開催の結果を報告する。２章では、研究調査
の基礎情報として、県内の外国人数や他の調査および自治体報告書の知見をまとめる。
３章から８章は、ＤＶ相談の流れに沿って、県内の外国人女性のＤＶ相談、一時保護、
保護命令の現状についてヒアリング調査やデータ収集によって得られた結果を報告する。
３章は市町および民間機関への相談、４章は一時保護、５章は市町および国際交流協会へ
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の相談実績調査、６章は県内３箇所の国際交流協会へのヒアリング調査、７章は県内民間
団体ヒアリング調査、８章は県外の広域的な民間団体のヒアリング調査である。
９章、１０章は、調査以外に研究プロジェクトが実施した成果で、９章は県内のよりよ
い相談支援体制構築のための関係機関会議と、専門研修会の報告である。10 章は研究調査
から多言語情報提供が急務であることが判明したため作成した多言語パンフレットと相談
時の多言語質問シートである。
最後に、11 章として１年の研究調査および会議・研修、ツール作成の中から浮かび上が
った課題と提言をまとめる。
（白井千晶
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静岡大学）
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外国⼈
⼥性⽀援
研修会
⽇時

2015年2⽉16⽇(⽉)
11:30〜17:00
11:20 受付

場所 静岡市産学交流センター

ビネスト ７階 第１・２⼩会議室
静岡県静岡市葵区御幸町 3 番地の 21 ペガサート
JR 静岡駅から徒歩 5 分／静岡鉄道新静岡駅から徒歩 1 分
http://www.b-nest.jp/map.html

問い合せ・企画・運営 ⽩井千晶（静岡⼤学）shirai.chiaki@shizuoka.ac.jp
お申込み 定員６０名（先着順） 申込みは「こくちーず」へ
http://kokucheese.com/event/index/248982/
資料準備の都合上、２⽉１１⽇夜までにお申込み下さい。
メールでのお申込みは、⽒名、ふりがな、所属と肩書き、メールアドレス、都道府
県をご記⼊の上、件名を「外国⼈⼥性⽀援研修会申込」として、⽩井千晶まで

参加費
無料

対象
⼥性⽀援・外国⼈⽀援に
関わる⽅（⾏政、教育研
究者、県外の⽅も歓迎）

主催
静岡⼤学 ⼈⽂社会科学部

後援
静岡⼤学男⼥共同参画推進室
静岡⼤学グローバル改⾰推
進機構

協⼒
(公財)静岡県国際交流協会
NPO 法⼈男⼥共同参画フォ
ーラムしずおか
静岡⼤学地域社会⽂化研究
ネットワークセンター

プログラム
受付 11:20〜
11:30「ＤＶ被害者同⾏⽀
援事業から⾒える現状と外国
⼈⼥性への⽀援」⽩井千晶
11:40「外国⼈⼥性の緊急
⼀時保護からみえる外国⼈⼥
性の現状と必要な⽀援および
留意点」⼤津恵⼦
（休憩）会場飲⾷可能
13:10「外国⼈⼥性⽀援の
活動と⼿法および留意点：
電話相談、ＤＶ被害者同⾏
⽀援、通訳事業を事例に」
⼭崎パチャラー 福島由利⼦
14:00「外国⼈・外国籍の⽅
への司法⽀援」皆川涼⼦
14:45「妊娠相談と外国⼈⼥
性からの相談事例」⼩川多鶴
15:40「相談機関連携と地
域課題の解決に向けて」
加⼭勤⼦、福井ユミ、横⼭レ
イカ
「情報交換会」
「総合討論」

本研修会は、⽇本在住の外国⼈⼥性の⽀援について、専⾨家が情報や知識を共有し、つながることを⽬的に開
催します。とくに、⽇本で暮らす外国⼈⼥性の背景や抱えている問題や現状、相談機関とつながった後の⽀援や電
話相談での留意点について学びます。
外国⼈⼥性（たとえば⽇系⼈、アジア出⾝の⼥性など）は、ＤＶ被害、妊娠葛藤、医療の必要など窮地に⽴た
されたときに特有の課題があります。たとえば、⾏政⽂書や司法⽂書の⾔語の問題、医療や裁判における通訳の必
要、離婚や親権など⾃国と異なる法制度、ＤＶから逃げている間にビザの更新ができなくて不法滞在（オーバース
テイ）になる、保険に加⼊できていない、医療施設で⾔語が通じない、妊娠・出産時の⼦どもの認知の問題や国籍
の問題、⼦どもの在留資格の問題、⽣活保護など在留資格と福祉の問題、⽀援者・専⾨家の少なさ、親族が⽇本
にいないこと、などです。研修会では、具体例をもとに、現状、⽀援者・専⾨家が留意すべき点、連携⽅法などについ
て理解を深めたいと思います。⼥性の⽀援者・専⾨家、外国⼈の⽀援者・専⾨家の⽅、どうぞご参加ください。
講師紹介
⼤津恵⼦（おおつけいこ）さん
公益財団法⼈⽇本キリスト教婦⼈矯⾵会の⼥性の家
HELP（国籍・在留資格を問わない、⼥性とその⼦ども達
のための緊急⼀時保護施設・シェルター）元代表。複数の
NGO 団体で外国⼈の電話相談にあたり、⼥性の家
HELP のスタッフを経て代表を務めた。
⼈⾝売買禁⽌ネットワーク（JNATIP）共同代表。⼀般
社団法⼈ウェルク代表。NPO 法⼈全国⼥性シェルターネッ
ト理事。元内閣府⼥性に対する暴⼒に関する専⾨調査
員。
⼥性の家 HELP は、⼀時避難、⽀援（住居探し、離婚⼿
続き、滞在資格、⾏政への相談）電話相談事業（⽇本
語、英語、フィリピンのタガログ語）をおこなう。矯⾵会に
は、中⻑期シェルター「ステップハウス」もある。
⼭崎パチャラー（やまざきぱちゃらー）さん
タイ⼈の⽀援団体 ウェラワーリー代表
「⼥性の家ＨＥＬＰ」でタイ語ケースワークに携わった経験
から、国際結婚をした移住⼥性や外国籍⼥性とその⼦ども
たちの⽀援を⾏う組織「ウェラワーリー」を 2011 年 4 ⽉に
⽴ち上げ代表に就任。ウェラワーリーは、NPO 法⼈⼀般社
団法⼈ 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライ
ン」、NPO 法⼈全国⼥性シェルターネットによる「パープル・
ホットライン」に参加し、タイ語のホットラインを実施してい
る。情報提供のほか、同⾏⽀援、通訳、翻訳もおこなう。英
語、タイ語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タ
ガログ語で対応可能。
福島由利⼦（ふくしまゆりこ）さん
ウェラワーリー理事・運営委員・コーディネーター、外国籍Ｄ
Ｖ被害者同⾏⽀援事業コーディネーター
1980 年代後半から⼈⾝取引及び DV 等の被害者の保
護、相談、通訳を⾏い、1992 年から 2002 年、外国⼈
⼥性のための緊急避難施設「⼥性の家サーラー」事務局⻑
シェルター運営責任者。在⽇外国⼈⼥性の⼈⾝取引及び
ＤＶ被害者の⼀時保護及びケースワークをおこなう。外国
⼈電話相談、HIV 関係及び医療通訳、同⾏⽀援及び通
訳多数。タイ語通訳・翻訳業。 訳書に『買春社会⽇本
へ、タイ⼈⼥性からの⼿紙』（下館事件タイ三⼥性を⽀え
る会、明⽯書店、1995）。

住する外国⼈に対する法的⽀援の専⾨家による初めての
専⾨事務所。

⼩川多鶴（おがわたづる）さん
⼀般社団法⼈アクロスジャパン代表。妊娠相談（予期しな
い妊娠等）の相談に応じる。特別養⼦縁組⽀援もおこなっ
ている。アメリカ居住経験や幅広い情報から、⽇本語を⺟
語としない妊娠相談事業も積極的におこなっている。
加⼭勤⼦（かやまいそこ）さん
（公財）静岡県国際交流協会職員。
多⽂化共⽣情報ネットワークや、国際理解教育事業に携わ
る。ネットワーク事業では、県内にある 29 の市町国際交
流協会や⾏政、NPO 団体等、多⽂化共⽣に関わっている
関係者を対象とした連絡会の開催や、外国籍住⺠相談員
や通訳を対象とした研修会等を実施している。
福井ユミ（ふくいゆみ）さん
（公財）静岡県国際交流協会外国⼈⽀援アドバイザー
南⽶パラグアイ出⾝、⽇系⼆世。
（公財）静岡県国際交流協会外国⼈⽀援アドバイザーと
して、平成 23 年度から、在住外国⼈の⾏政や⽇常⽣活
の⼿続に関する相談等について、スペイン語とポルトガル語
で対応している。医療や DV 対策・⼥性相談、警察や少年
鑑別所、弁護⼠相談等、多様な分野において、通訳経験
を持つ。
横⼭レイカ（よこやまれいか）さん
約 30 年前に来⽇。富⼠市で⽇系ブラジル⼈の⽣活相談
に応じるとともに、⼦どもたちのために「クルビンニョ・ド・ブラ
ジル」（ブラジル⼈の⼩さなクラブという意味）という団体
を作って活動している。⼩学校での外国にルーツを持つ⼦ど
もたちを⽀援する国際教室でも指導。ブラジル出⾝の⽇系
三世。

企画・コーディネート・運営・報告・司会
⽩井千晶（しらいちあき）
静岡⼤学⼈⽂社会科学部社会学科・准教授。⼦どもの福
祉、特に社会的養護（保護者のない児童、被虐待児など
家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、公的な責任
として、社会的に養護・養育を⾏うこと）に関⼼をもつが、
皆川涼⼦（みながわりょうこ）さん
⼦どもへの⽀援と⺟である⼥性への⽀援の分断に疑問をも
弁護⼠。⼤学時代のフィリピン⼈⺟⼦家庭への⽀援を通じ
ち、本研修を企画した。全国養⼦縁組団体協議会代表理
て弁護⼠を⽬指す。⽇本語を⺟語としない⼥性への司法⽀
事、養⼦と⾥親を考える会理事。東京外国語⼤学⽇本語
援や⼈⾝取引問題への取組みを積極的に⾏う。所属する
学科卒業を卒業し、⽇本語教育従事の経験をもつ。
東京パブリック法律事務所外国⼈・国際部⾨は⽇本に居

㸰㸬ᇶ♏ࢹ࣮ࢱ㸸┴ෆእᅜேᩘᅜࡢእᅜዪᛶ DV ⿕ᐖ⪅┦ㄯᑐᛂ≧ἣ
㸦㸯㸧㟼ᒸ┴ෆࡢእᅜேᩘ
 㟼ᒸ┴ࡣඛ㏙ࡢࡼ࠺ேཱྀẚ࡛እᅜேྜࡀ㧗࠸┴࡛࠶ࡿ㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 12 ᭶ᮎ⌧ᅾఫẸ
ᇶᮏྎᖒேཱྀࡢேཱྀẚ⋡࡛⣙ 1.9㸣ࠊᖹᡂ 27 ᖺᅜໃㄪᰝ࡛㸵㸧ࠋ┴ෆࡢእᅜேேཱྀࡣࣈࣛ
ࢪࣝேࡀᅽಽⓗከ࠸ࡀࠊዪᛶேཱྀ࡛ぢࡿࠊࣇࣜࣆࣥேࡣࣈࣛࢪࣝே㏕ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
እᅜேዪᛶேཱྀࡢ 30.0㸣ࡀࣈࣛࢪࣝேࠊ24.4㸣ࡀࣇࣜࣆࣥே࡛࠶ࡿࠋ
㟼ᒸ┴ࡢᅾ␃እᅜே⤫ィ ᖹᡂ 27 ᖺ 6 ᭶Ⅼ 㸦࡚ࡢᅾ␃㈨᱁㸧
⥲ᩘ

⏨ᛶ

ዪᛶ

య

75,319

35,723

39,596

ࣈࣛࢪࣝ

26,025

14,136

11,889

ࣇࣜࣆࣥ

13,639

3,969

9,670

㡑ᅜ࣭ᮅ㩭

5,499

2,360

3,139

୰ᅜ

11,334

4,874

6,460

ྎ‴

623

149

474

ᖹᡂ 27 ᖺ 10 ᭶ 16 ᪥බ⾲ ἲົ┬ᅾ␃እᅜே⤫ィ
࡞࠾ࠊᖹᡂ 24 ᖺ 12 ᭶ᮎⅬ࡛ࡣࠊᅾ␃እᅜேᩘࡣ 71,301 ேࡢ࠺ࡕᑵᴗ⪅ࡣ 37,992 ே
ࡔࡗࡓࠋ
㸦㸰㸧㟼ᒸ┴➨୕ḟ DV 㜵Ṇᇶᮏィ⏬
㟼ᒸ┴࡛ࡣࠊᇶᮏ┠ᶆ㸰ࡢࠕ࠸ࡘ࡛ࡶࠊࡔࢀ࡛ࡶࠊᏳᚰࡋ࡚┦ㄯ࡛ࡁࡿయไ࡙ࡃࡾࠖࡢ
୍ࡘࡋ࡚ࠕእᅜே࣭㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡢ㓄៖ࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
┴ࡣࠕከᩥࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝㸦ᖹᡂ 24 ᖺᗘ 19 ᕷ⏫ 49 ேࡀཷㅮ㸧ࠖ
ࠊ
ࠕ㟼
ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠ࡢእᅜேᨭࢻࣂࢨ࣮ࡢタ⨨ࡸࠊከᩥඹ⏕ᅋయࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ᵓ⠏ᴗࡼࡿᕷ⏫࠾ࡼࡧᕷ⏫ᅜ㝿ὶ༠➼እᅜே┦ㄯ❆ཱྀᢸᙜ⪅◊ಟࡢ㛤ദࡼࡾࠊ
ᗈᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ດࡵ࡚࠸ࡿࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊㄢ㢟ࡘ࠸࡚ୗグࡢⅬࢆ࠶
ࡆࠊᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㟼ᒸ┴➨୕ḟ DV 㜵Ṇᇶᮏィ⏬࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟
࣭DV ⿕ᐖ⪅㛵ࡍࡿᨭไᗘࡸ DV ࡢṇࡋ࠸▱㆑ࡀᚓࡃ࠸ᛮࢃࢀࡿእᅜேᑐࡍࡿ
ᨭࡢᐇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ᅜ㝿ὶ༠ࡢྜྠ◊ಟࡼࡾࠊ┦⌮ゎࡣ῝ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊDV ᑓ㛛ࡢ㏻ヂ
⪅ࡢ☜ಖࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊDV ᑐᛂ⌮ゎࡢ࠶ࡿእᅜே┦ㄯ༳ࡢ㣴ᡂ➼ᘬࡁ⥆ࡁ㐃ᦠࢆ⾜
࠸ࠊᚲせᛂࡌ࡚㏻ヂࢆ౫㢗ࡋࡲࡍࠋ
࣭እᅜேࡸ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேᑐࡋ࡚ࠊ┦ㄯ❆ཱྀࢆ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊᗈሗၨⓎάືࢆ✚ᴟⓗ
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
㟼ᒸ┴➨୕ḟ DV 㜵Ṇᇶᮏィ⏬࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿᚋࡢྲྀ⤌
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ʊእᅜேᑐࡍࡿᨭไᗘ࣭❆ཱྀࡢ࿘▱
࣭እᅜேࡢከࡃࡣࠊDV ┦ㄯࡸᨭไᗘࡢṇ☜࡞ሗࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ┦ㄯ࠾
࠸࡚ไᗘࢆṇ☜ఏ࠼ࡿࡓࡵࠊDV ⌮ゎࡢ࠶ࡿእᅜே┦ㄯ༳㐃ᦠࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚㏻
ヂࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞ࠊไᗘࡢ࿘▱ດࡵࡲࡍࠋ
࣭♫⚟♴༠㆟㐃ᦠࡋࠊከᩥඹ⏕ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝⫱ᡂ◊ಟࢆᐇࡋࠊእᅜே
ࡢ┦ㄯయไࡢᐇດࡵࡲࡍࠋ
࣭DV ┦ㄯࡸᨭไᗘࡢሗࡘ࠸࡚ࠊᅾᯇࣈࣛࢪࣝ⥲㡿㤋ሗᥦ౪ࡋࠊᨭࡀᚲ
せ࡞᪉ࡢไᗘ࿘▱ດࡵࡲࡍࠋ
࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊ┦ㄯ❆ཱྀ➼ࢆグ㍕ࡋࡓ㸲ᅜㄒ⾲グࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊᕷ⏫ࡸྛ┦
ㄯ❆ཱྀࡢ❆ཱྀ➼㓄ᯫࡍࡿ➼ࠊᗈࡃ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ʊ┦ㄯᑐᛂ࡛ࡁࡿ㏻ヂ⪅ࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂ
࣭ᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ㏻ヂ⪅ࡢ⫱ᡂࡣ▷ᮇ㛫࡛ࡣᅔ㞴࡞ࡇࡽࠊ᪤Ꮡࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
࣮࢝ࢆᑐ㇟ࠊእᅜே┦ㄯᚲせ࡞▱㆑ࢆᏛࢇ࡛ࡶࡽ࠺ከᩥඹ⏕ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝
⫱ᡂ◊ಟࢆᐇࡋࠊእᅜேࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢゎỴࢆᨭࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡋࡲࡍࠋ
ᩘ್┠ᶆ ከᩥࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ⫱ᡂ ⌧≧㸦ᖹᡂ 25 ᖺᗘ㸧19 ᕷ⏫ 49 ே ┠ᶆ
್㸦ᖹᡂ 27 ᖺᗘ㸧ᕷ⏫ 1 ே௨ୖ
㸦㸱㸧⛣ఫ㐃ࡼࡿ⮬యㄪᰝ㸦2004࣭ᖹᡂ 16 ᖺ㸧
 ⛣ఫ㐃㸦⛣ఫ⪅㐃ᖏࡍࡿᅜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸸SMJ㸧ࡣࠊᖹᡂ 16 ᖺᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴
ࠕእᅜ⡠ዪᛶࡢᭀຊࡢ㜵Ṇ࠾ࡼࡧ⿕ᐖዪᛶࡢಖㆤ㛵ࡍࡿせᮃ᭩ࠖࢆ㏦ࡍࡿࡶࠊ
ㄪᰝࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸦45 㒔㐨ᗓ┴ࡀᅇ⟅㸧ࠋ10 ᖺ௨ୖ๓ࡢㄪᰝ࡛ࠊ⌧ᅾࡣ␗࡞ࡿ≧ἣ
ࡶ࠶ࡿࡀࠊᙜࡢ≧ἣࡀࢃࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♧၀ᐩࡴෆᐜ࡛ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᅇ⟅ࡢ㑅ᢥ⫥
ࠊ㟼ᒸ┴ࡀࡢࡼ࠺ᅇ⟅ࡋࡓࢆᢤ⢋ࡋ࡚♧ࡍࠋ㸦㟼ᒸ┴ࡀᅇ⟅ࡋࡓ㡯┠ࡢྑิ࠙㟼
ᒸ┴ࠚ⾲♧㸧
ዪᛶ 㒔㐨ᗓ┴ࡢ⥲ྜ
ࡢᭀຊ ィ⏬ࡢ୰ࡢዪᛶ
ᑐࡍ ࡢᭀຊᑐ⟇ࡢ
ࡿ⟇ ᭷↓ࠋ
ࡘ࠸ ࡲࡓእᅜ⡠ዪᛶ
ࡢᭀຊ㜵Ṇ
࡚
ಖㆤࡘ࠸࡚ࡢ
つᐃࡢ᭷↓

ዪᛶࡢᭀຊ
㛵ࡍࡿ᮲ࡸィ
⏬ࡢ᭷↓ࠋ
ࡲࡓእᅜ⡠ዪᛶ
ಖㆤࡢ≉ูつᐃ
ࡢ᭷↓ࠋ

⥲ྜィ⏬ࡢ୰ዪᛶࡢᭀຊᑐ⟇࠶ ࠙㟼ᒸ┴ࠚ
ࡾࠋ
እᅜ⡠ዪᛶࡘ࠸࡚ࡢ≉ูつᐃ࡞ࡋ
⥲ྜィ⏬ࡢ୰ዪᛶࡢᭀຊᑐ⟇ࡣ 㸦እᅜேඹᬽࡽࡏࡿ♫స
࡞࠸ࡀࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫ᐇ⌧ࡢࡓ ࡾࠊ➼㸧
ࡵࡢ⟇➼ࡘ࠸࡚グ㍕ࠋ
እᅜ⡠ዪᛶࡢ⟇ᇶᮏ᪉㔪࠶ࡾ
⥲ྜィ⏬ࡢ୰ዪᛶࡢᭀຊᑐ⟇ࡣ
࡞࠸ࡀࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫ᐇ⌧ࡢࡓ
ࡵࡢ⟇➼ࡘ࠸࡚グ㍕ࠋ
እᅜ⡠ዪᛶࡘ࠸࡚ࡢ≉ูつᐃ࡞ࡋ
⥲ྜィ⏬ࡢ୰ዪᛶࡢᭀຊᑐ⟇ࡣ
࡞ࡋࠋእᅜ⡠ዪᛶࡘ࡚ࡢ≉ูつᐃ
࡞ࡋࠋ
↓ᅇ⟅
ዪᛶࡢᭀຊ㛵ࡍࡿ᮲ࡸィ⏬࠶ ᾏ㐨ࠊ⚟ᓥ┴ࠊி㒔ᗓࠊ㜰ᗓ
ࡾࠋ
እᅜ⡠ዪᛶಖㆤࡢ≉ูつᐃ࠶ࡾࠋ
ዪᛶࡢᭀຊ㛵ࡍࡿ᮲ࡸィ⏬࠶
ࡾࠋ
እᅜ⡠ዪᛶಖㆤࡢ≉ูつᐃ࡞ࡋࠋ
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㓄അ⪅
ᭀຊ┦
ㄯᨭ
ࢭࣥࢱ
࣮ࡘ
࠸࡚

↓ᅇ⟅
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
ዪᛶࡢᭀຊᑐ せ⥘࠶ࡾ㸸ᅇ⟅ྍ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
⟇㛵ࡍࡿせ⥘ ≉ู࡞せ⥘࡞ࡋ
ࡢබ㛤ࡢ᭷↓
↓ᅇ⟅
እᅜ⡠ዪᛶࡢಖ ᅜ㝿ὶ༠ࡸẸ㛫ᅋయࡢ༠ാ 㸳㒔┴ࠋᮾி㒔㸦Ẹ㛫ᅋయࡢ⤒
ㆤ㛵ࡍࡿ⪃࠼ࠊࡼࡿ┦ㄯࡸ୍ಖㆤࠊ◊ಟࡢᐇ࡞ ㈝ࡢ⿵ຓ㸧ࠊ➼
⟇ࡘ࠸࡚
ࠋ
ᇶᮏࡣ᪥ᮏேዪᛶྠᵝࡢᑐᛂࡔ 㸴┴ࠊゝㄒ㠃ࡢ㓄៖ࠊ♫ⓗ⫼ᬒ
ࡀࠊእᅜ⡠ࡺ࠼ࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡓᑐ ࡢ㓄៖ࠊᩥࡸゝⴥࠊ౯್ほࡢ
ᛂࢆ⾜࠺㸦ᑐᛂ᳨ウ୰ࡶྵࡴ㸧ࠋ
㐪࠸ࡢ㓄៖ࠊ➼
᪥ᮏேዪᛶྠᵝࡢᑐᛂ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
↓ᅇ⟅
ዪᛶࡢᭀຊ ከゝㄒᗈሗ࠶ࡾ
㸷㒔ᗓ┴㸦ከゝㄒ┦ㄯ⚊ࠊᗈሗ࣭
㛵ࡍࡿᗈሗάື
ሗㄅࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ࣮ࣜࣇࣞ
ࡘ࠸࡚ࠋࡲࡓከ
ࢵࢺ࣭ࣃࣥࣇࠊFMࠊෆᯈ➼㸧
ゝㄒᗈሗࡢ᭷↓ ከゝㄒᗈሗィ⏬୰
㸳ᗓ┴㸦ከゝㄒ❆ཱྀ࣮࢝ࢻࠊ࣮ࣜ
ࡘ࠸࡚
ࣇࣞࢵࢺࠊ࣏ࢫࢱ࣮➼㸧
ከゝㄒᗈሗ࡞ࡋ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
↓ᅇ⟅
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ せ⥘࠶ࡾ
せ⥘ࡘ࠸࡚
᮲࡛ᐃࡵࡿ
せ⥘࡞ࡋ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
↓ᅇ⟅
እᅜ⡠ዪᛶࡢ ᚲせᛂࡌ࡚㏻ヂ☜ಖ࡞
㸲ᗓ┴㸦ⱥㄒ┦ㄯ➼㸧
ᑐᛂࡘ࠸࡚ ࡑࡢࡢᴗᐇ
㸰┴㸦ከゝㄒ㈨ᩱసᡂࠊẸ㛫༠
ࡢࡼ࠺࡞ᴗࢆ
ാ࡛◊ಟ➼㸧
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
᪥ᮏேዪᛶྠᵝࡢᑐᛂ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
↓ᅇ⟅
እᅜ⡠ዪᛶࡽ ᐇ⦼࠶ࡾ
ࡢ┦ㄯ௳ᩘ
⤫ィ࡞ࡋ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
↓ᅇ⟅
እᅜ⡠ዪᛶࡢ୍ ᐇ⦼࠶ࡾ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ02 ᖺ 8 ௳
ಖㆤ௳ᩘ
ᐇ⦼࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
ᐇ㝿እᅜ⡠ዪ ᚲせࡀ࠶ࢀࡤ㏻ヂࡢ☜ಖ➼ࡢᑐᛂ 23 㒔┴
ᛶࡢ┦ㄯࡀ࠶ࡗ 㸦┴ࡢᅜ㝿ὶ༠ࠊẸ㛫ᅋయࠊ
ࡓሙྜࡢᑐᛂ 㤋➼ࡢ༠ຊ㸧
ࡘ࠸࡚
ⱥㄒࡢ┦ㄯဨࡢ㓄⨨ࠊࡑࡢࡢゝㄒ 㸱ᗓ┴
ࡣ㏻ヂࡢ☜ಖ
ᩥࡸ┘ࡢ㐪࠸࡞ࡢ㓄៖
㸰┴
ࡑࡢࡢᑐᛂ
㸰㐨ᗓ㸦୍ಖㆤከゝㄒධᡤᚰ
ᚓ㸧
᪥ᮏேዪᛶྠᵝࡢᑐᛂ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ 10 ┴
↓ᅇ⟅
ᅾ␃㈨᱁ࡢ࡞࠸ ᅾ␃㈨᱁ࡢ᭷↓ࢆၥࢃࡎࠊ┦ㄯࠊ୍ ࠙㟼ᒸ┴ࠚ 14 㒔ᗓ┴
እᅜ⡠ዪᛶࡢ┦ ಖㆤ➼ᑐᛂ㸦᪥ᮏᅾᕼᮃ⪅ࡣ
ㄯࡢᑐᛂࡘ ධ⟶ฟ㢌ࢆ່ࡵࡿࠋཎ๎ேᶒ᧦ㆤࡢ
࠸࡚
ほⅬࡽ㏻ሗࡣࡋ࡞࠸㸧
ධ⟶㐃ᦠࠊ༠㆟ࡢୖࠊᑐᛂ
㤋ࠊ㡿㤋➼ࡢ༠㆟ࡢୖࠊᑐ
ᛂ
ᐇ⦼࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
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እᅜ⡠ዪᛶ┦ㄯ ┴ࡢᅜ㝿ㄢࠊᅜ㝿ὶ༠ࠊ㆙ᐹ㏻ ࠙㟼ᒸ┴ࠚ 19 㐨┴
ࡢ㝿ࡢ㏻ヂ☜ಖ ヂࢭࣥࢱ࣮➼ࢆά⏝
ࡘ࠸࡚
Ẹ㛫࣎ࣛࣥࢸࠊNGO ➼㏻ヂ
ࢆ౫㢗
㏻ヂண⟬⠊ᅖෆ࡛㏻ヂ㞠⏝
ⱥㄒᑐᛂྍ⬟࡞┦ㄯဨࢆ㓄⨨ࠋࡑࡢ ᮾி㒔ࠊරᗜ┴
ࡢゝㄒࡣᅜ㝿ὶ༠➼ࢆά⏝
ࡑࡢ
㏻ヂࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࢆά⏝➼
ᐇ⦼࡞ࡋ㸦☜ಖ࡞ࡋ㸧
↓ᅇ⟅
㏻ヂ㈝⏝㛵ࡍ つ‽࠶ࡾ㸸᭷ᩱ
18 㐨┴㸦㆙ᐹ㏻ヂ༢౯‽⏝ࠊ㸯
ࡿつ‽ࡘ࠸࡚
㛫㸰㹼㸳༓➼㸧
つ‽࠶ࡾ㸸↓ൾ࣎ࣛࣥࢸ
つ‽࡞ࡋ
つ‽࡞ࡋ㸸ᚋண⟬ࢆྵࡵ᳨ウ୰
↓ᅇ⟅
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
ࡑࡢ
ᨭࢭࣥࢱ࣮ཬ ⊂⮬ࡢ◊ಟࡢᐇࠋᅜࠊ┴ࡢ㛵ಀᶵ 19 㐨ᗓ┴
ࡧ㏻ヂ⪅ࡢ◊ಟ 㛵ദࡢ◊ಟ➼ࡢཧຍࠋ
ィ⏬ࡘ࠸࡚
ᅜࠊ┴ࡢ㛵ಀᶵ㛵ദࡢ◊ಟ➼ࡢ ࠙㟼ᒸ┴ࠚ
ཧຍ
⊂⮬ࡢ◊ಟ➼ࢆ᳨ウ୰
≉࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
እᅜ⡠ዪᛶಖㆤ ◊ಟᐇ
㸴ᗓ┴
㛵ࡍࡿ◊ಟண ◊ಟ➼ᐇ᳨ウ୰
ᐃࡢ᭷↓
◊ಟணᐃ࡞ࡋ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ
↓ᅇ⟅
㛵ಀᶵ 㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠ እᅜ⡠ዪᛶᨭࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠊ16 㒔ᗓ┴
㛵ࡢ㐃 ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࠊእ Ẹ㛫ᨭᅋయࡢ᪥ᖖⓗ࡞㐃ᦠ࠶ࡾ
ᦠࡘ ᅜ⡠ዪᛶಖㆤ 㛵ಀᶵ㛵㐃⤡ᐃタ⨨࡞ࠊDV ࠙㟼ᒸ┴ࠚ 22 㐨ᗓ┴
࠸࡚
㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ 㛵ಀᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏㸦≉
㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠋࡲ እᅜ⡠ዪᛶᨭ㝈ࡽ࡞࠸㸧
ࡓᚋࡢィ⏬ እᅜ⡠ᨭ㛵ࡍࡿ㐃ᦠ࡞ࡋࠋィ⏬
ࡘ࠸࡚ࠋ
࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
DV ᑐ⟇༠㆟ タ⨨࠶ࡾࠊせ⥘࠶ࡾ
࠙㟼ᒸ┴ࠚ 21 㐨㒔ᗓ┴
ࡢࡼ࠺࡞ᶵ㛵タ せ⥘ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃⤡㆟➼
⨨ࡢ᭷↓ࠋࡲࡓࡑ ࢆタ⨨
ࡢせ⥘➼ࡢබ㛤 ࡑࡢ
ࡘ࠸࡚
タ⨨࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
Ẹ㛫ᅋయࡢ㐃 Ẹ㛫ᅋయࡢ㐃ᦠ㔜どࠊᴗࡢ༠ാࠊ࠙㟼ᒸ┴ࠚ 18 ᗓ┴
ᦠࡘ࠸࡚ࡢ⪃ ጤクࠊẸ㛫ᅋయࡢᴗࡢຓᡂ➼ࢆ
࠼ᐇ㊶ࡘ࠸ ᐇ
࡚
Ẹ㛫ᅋయࡢ㐃ᦠ㔜どࠋሗࡢ
ࡓࡵࡢ㆟㛤ദ࡞ࢆᐇ
Ẹ㛫ࡢ㐃ᦠࡣ㔜せ⪃࠼ࡿࡀࠊල
యⓗ㐃ᦠ࡞ࡋ
↓ᅇ⟅
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㸦㸲㸧⛣ఫ㐃ࡼࡿ⮬యㄪᰝ㸦2010࣭ᖹᡂ 22 ᖺ㸧
⛣ఫ㐃ࡀᅜࡢ⮬యࢆᑐ㇟࠾ࡇ࡞ࡗࡓㄪᰝࡣࠊᅜࡢືྥࡀࢃࡿ㏆ᖺࡢᩘᑡ࡞࠸
ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ᢤ⢋ࡋ࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
ࠗ⛣ఫ㸦እᅜே㸧ዪᛶ DV ⟇㛵ࡍࡿ⮬యㄪᰝᥦゝ࠘
㸦⛣ఫປാ⪅㐃ᖏࡍࡿᅜࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡዪᛶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ2011 ᖺ 6 ᭶㸧
 ⮬య࡛ࠊ
እᅜே DV ⿕ᐖࡘ࠸࡚ࠊ⊂⮬ࡢከゝㄒሗࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ 28 㒔㐨ᗓ┴ࠊ
6 ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋࡢᶵ㛵➼ࡢసᡂࡋࡓከゝㄒሗࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ 16 㒔㐨ᗓ┴ࠊ
9 ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ࡛ࠊከࡃࡣෆ㛶ᗓసᡂࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋከゝㄒሗࡢసᡂࠊ㓄ᕸࡣ≉
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ 11 㒔㐨ᗓ┴ࠊ3 ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡔࡗࡓࠋ
DV ┦ㄯࡲࡓࡣዪᛶ┦ㄯ࡛እᅜㄒᑐᛂࡀ࠶ࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡣ 21ࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ࡛ 6 ࡛࠶ࡿࠋ
୍ಖㆤࡉ࠸ࡋࠊ≉ู࡞ᑐᛂࡀ࡞࠸ࡢࡣ㒔㐨ᗓ┴ 16ࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ 6ࠊẕᅜㄒ➼ࡢ㏻ヂ
ࢆ㓄⨨ࡋࠊ༑ศ࡞┦ㄯᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡀ᭱ࡶከࡃ 26 㒔㐨ᗓ┴㸦2 ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ㸧ࠊ
እᅜேࡢཷࡅධࢀయไࡢ࠶ࡿࢩ࢙ࣝࢱ࣮ಖㆤࡍࡿࡢࡣ 7 㒔㐨ᗓ┴ 4 ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡔࡗࡓࠋ
 ㏻ヂ⪅ࡢ㓄⨨ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿ὶ༠౫㢗ࡣ 29 㒔㐨ᗓ┴ࠊẸ㛫ᅋయࡣ 13 㒔㐨ᗓ┴ࠊ
⮬యࡢ㏻ヂไᗘά⏝ࡣ 9 㒔㐨ᗓ┴࡛ࠊDV ᑐᛂ⊂⮬ࡢ㏻ヂே㓄⨨ࡣ 3 㐨ᗓ┴ࠊDV ᑐᛂ⊂
⮬ࡢ㏻ヂไᗘࡣ 3 㒔㐨ᗓ┴ࡋ࡞ࡗࡓ㸦ࡍ࡚」ᩘᅇ⟅㸧ࠋ
 ┦ㄯᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ࠼ࡤ㜰ᗓ࡛ࡣࠊࠕ㜰ᗓእᅜேሗࢥ࣮ࢼ࣮ࢺࣜ࢜ࣇ࢛ࣥࠖࢆ
⏝ࡋ࡚ࠊእᅜே DV ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋⱥㄒࠊ୰ᅜㄒࠊ㡑ᅜࠊᮅ㩭ㄒ࣭࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࣭ࢫ
࣌ࣥㄒ࣭ࢱㄒ࣭ࣇࣜࣆࣥㄒ࣭࣋ࢺࢼ࣒ㄒᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡢእᅜ
ே┦ㄯᑓ⏝ࢲࣖࣝࡋ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸦᭶㹼㔠ࠊ9 㹼17  30 ศ㸧
ࠋ
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ឡ▱┴࡛ࡣ୍ಖㆤࡢ 18㸣ࡀእᅜே࡛ࠊዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡣ୍ಖㆤᑐᛂࡢ㏻ヂࡀ㸴
ゝㄒ㸵ேⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㸯ᖺ㛫࡛ᘏ 50 ᅇ௨ୖࡢ⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋឡ▱┴ࡽฟࡉࢀࡓእ
ᅜேᑐᛂࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊ୍ಖㆤタࡀᦠᖏ㟁ヰ⏝ࢆไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ⮬ᅜࡸ
᪥ᮏࡢᨭ⪅㸦ே▱ே㸧⤯ࡓࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ୍ಖㆤᡤ࡛ࡉࡽᏙ❧ࡀ῝ࡲࡿࡇࡀ࠶
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ࠕእᅜே DV ⿕ᐖ⪅ࡢᑐᛂࠖ◊ಟࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ 14 㒔㐨ᗓ┴ 2 ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊ
ཌ⏕ປാ┬ࡢᐇࡍࡿࠕே㌟ྲྀᘬ⿕ᐖ⪅ཬࡧእᅜே DV ⿕ᐖ⪅ࢆᨭࡍࡿᑓ㛛㏻ ヂ⪅㣴ᡂ
◊ಟᴗࠖࡣ 41 㒔㐨ᗓ┴ 9 ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡀࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ࠼ࡤᮾி㒔࡛ࡣ DV ⿕ᐖ⪅ᨭᦠࢃࡿ㏻ヂ⪅◊ಟࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚
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࠸ࡿࠋ▼ᕝ┴ᅜ㝿ὶ༠࡛ࡣࠊࢺࣜ࢜ࣇ࢛ࣥࡼࡿ┦ㄯᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ୕㔜┴࡛
ࡣᖹᡂ 22 ᖺᗘࡽእᅜே DV ⿕ᐖ⪅┦ㄯᑐᛂࡢࡓࡵࡢᑓ㛛㏻ヂࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚄ዉᕝ┴
࡛ࡣࠊከゝㄒ DV ┦ㄯ❆ཱྀࡢෆࢆࡍࡿ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸦㸵ゝㄒ㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ❆ཱྀ࡛
ࡢ┦ㄯ࠾࠸࡚ࡣࠊࠕእᅜே DV ⿕ᐖ⪅ࡢࡓࡵࡢከゝㄒ┦ㄯࢩ࣮ࢺࠖࢆసᡂࡋࠊ⤮ࡸẕゝㄒ
࡛᭩ࢀࡓ㑅ᢥ⫥ࢆᣦᕪࡋࡋ࡚⟅࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㏻ヂ⪅ࡢ㏻ヂࡀṇࡋ
࠸࠺ࠊ┦ㄯ⪅☜ㄆࡍࡿ㝿ࡶ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋእᅜேᑐᛂࡢ࣐ࢽࣗࣝ㸦ᅾ␃㈨᱁
ࡸࣅࢨࡢ᭷ຠᮇ㝈➼㸧ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 රᗜ┴࡛ࡣࠊཌ⏕ປാ┬ࡢ⿵ຓ㔠ไᗘࡢࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ࡓࡵ㸦࣏ࢫࢱ࣮➼࡛ᗈሗࡍࡿ᮲
௳࠶ࡾ㸧ࠊ┴⊂⮬㏻ヂ◊ಟࢆ㛤ጞࡋࠊࡲࡓࠊᖹᡂ 17 ᖺᗘࡽ㏻ヂὴ㐵ไᗘࢆタࡅࡓࠋࡲ
ࡓࠊእᅜே DV ⿕ᐖ⪅┦ㄯ⏝ࡢࠗDV ┦ㄯ࣐ࢽࣗࣝ࠘ࡶసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⮬యࡢㄪᰝ࡛㟼ᒸ┴ࡀㄢ㢟ࡋ࡚ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣࠊࠕ
㸦≉ᑡᩘゝㄒࡢ㸧㏻ヂ⪅☜ಖࡀ
㞴ࡋ࠸ࠖࡔࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊ⛣ఫ㐃ࡣࠊ㸦1㸧ከゝㄒሗࡢⓎಙά⏝ࠊ㸦2㸧㏻ヂయไࡢ
☜❧ࠊ㸦3㸧እᅜேⓏ㘓❆ཱྀࡢά⏝ࠊ
㸦4㸧Ꮚࡶࡘ࡞ࡀࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ㸸Ꮚ⫱࡚ᨭࠊ
ඣ❺ᚅ㜵ṆᨭࠊᏛᰯࠊ㸦5㸧እᅜேࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㐃ᦠࠊ㸦6㸧Ẹ㛫ᨭ⤌⧊ࠊᅜ㝿
ὶ༠࡞ࡢ㐃ᦠࠊ
㸦7㸧ධᅜ⟶⌮ᒁࡢᑐᛂࠊ
㸦8㸧DV ┦ㄯࡘ࠸࡚ࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ
࣮ࡢ☜❧ࠊࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ಖㆤࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 Ᏻ࡞ሙᡤ࡛࠶ࡿࡇࢆఏ࠼ࡿ㔜せ
ᛶࠊ2 እᅜேࡢἲⓗ♫ⓗ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋࡓᨭࡢᚲせᛶࠊ3 ୍ಖㆤᮇ㛫୰⏕άࡢᏳᐃ
ྥࡅࡓࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺ᚲせᛶࠊ㸲 㛗ᮇࢃࡓࡿᨭࡢ⥅⥆ࢆㄢ㢟ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 ᨭ⪅◊ಟࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 ⫋ົ㛵ಀ⪅◊ಟᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝࠊ2 DV ᑓ㛛㏻ヂ㏻ヂ⪅◊
ಟࠊ3 ᨭ⪅ࡢᚅ㐝ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
᭱⤊ⓗࡣࠊ⮬య࠾ࡅࡿ⿕ᐖ⪅ᨭࡢ㝈⏺ࡽࠊᅜࡼࡿ⛣ఫ㸦እᅜே㸧ዪᛶ DV ⿕
ᐖ⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨㸦ከゝㄒ DV ┦ㄯࠊ㏻ヂ࣭⩻ヂࠊ⥭ᛴ୍ಖㆤࠊ⮬❧ᨭࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠊண㜵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸳㸧⛣ఫ㐃ࡼࡿẸ㛫ࢩ࢙ࣝࢱ࣮ㄪᰝ
ࠗ⛣ఫዪᛶࡢẸ㛫ࢩ࢙ࣝࢱ࣮⏝≧ἣㄪᰝሗ࿌᭩࠘
㸦⛣ఫປാ⪅㐃ᖏࡍࡿᅜࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡዪᛶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ2015 ᖺ 1 ᭶㸧ࡼࢀࡤࠊබⓗࢩ࢙ࣝࢱ࣮ࡢ⏝⪅ᩘ༨ࡵࡿእᅜ
⡠ዪᛶࡢྜࡣ 8.16㸣࡛࠶ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬ᐙᗞ⚟♴ㄢㄪ㸧ࠋࡇࡇࡽヨ⟬ࡍࡿࠊDV ⿕
ᐖࢆཷࡅࡿྜࡣࠊேཱྀ 10 ேࡘࡁࠊ᪥ᮏ⡠ዪᛶ 6.2 ேᑐࡋࠊእᅜ⡠ዪᛶࡣ 32.1 ே
ཬࡪࠋ
 㟼ᒸ┴ࡢ୍ಖㆤ௳ᩘ༨ࡵࡿ⛣ఫዪᛶྜࡣ 13.11㸣࡛㸦ᖹᡂ 24 ᖺᗘ㸧ࠊឡ▱ 16.42㸣ࠊ
㈡ 16.67㸣ࠊ⚟ 15.79㸣ࠊ᪂₲ 16.13㸣ࠊி㒔 14.47㸣ࡘ࠸࡛ 47 㒔㐨ᗓ┴୰ 6 ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦2007 ᖺ㒔㐨ᗓ┴ᖹᆒࡣ 8.5㸣ࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷᖹᆒ 2.9㸣ࠊ
ࠗ⛣ఫ㸦እᅜே㸧ዪᛶ DV 
⟇㛵ࡍࡿ⮬యㄪᰝᥦゝ࠘㸧ࠋ
 Ẹ㛫ࢩ࢙ࣝࢱ࣮⏝࡛ࡣࠊ⛣ఫዪᛶࡢẚ⋡ࡣ 7.66㸣࡛࠶ࡿࠋ⛣ఫዪᛶࡢ᪉ࡀࠊᏊࡶྠ
కྜࡀ㧗࠸࠸࠺㸦య࡛ 2012 ᖺᗘ 64㸣ࠊ⛣ఫዪᛶ࡛ࡣ 78㸣㸧ࠋ
 ⛣ఫ㐃࡛ࡣࠊDV ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ⛣ఫዪᛶࡢᨭࡢࡓࡵࠊ1㸧㏻ヂࢩࢫࢸ࣒ࡸබⓗᨭࡢ
☜❧ࠊ2㸧⛣ఫዪᛶࡀ᪥ᮏ࠾࠸࡚ᣢࡕᚓࡿ♫㈨※ࢆ⿵࠺ไᗘࡢᚲせᛶࠊẸ㛫ࢩ࢙ࣝࢱ࣮
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࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㛗ᡤࢆ⏕ࡋࡓ⛣ఫዪᛶࢩ࢙ࣝࢱ࣮㐠⏝ࡢᚲせᛶࠊࡢ㸱Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
⿵㊊
ձཌ⏕ປാ┬ ࠕே㌟ྲྀᘬ⿕ᐖ⪅ཬࡧእᅜே DV ⿕ᐖ⪅ࢆᨭࡍࡿᑓ㛛㏻ヂ⪅㣴ᡂ◊ಟ
ᴗࠖ
ᖹᡂ 21 ᖺཌ⏕ປാ┬㏻▱ࠊ㸱᪥㛫ࡢ◊ಟ࡛ࠊ◊ಟෆᐜࡢᵓᡂࡀ࠶ࡾࠊᅜࡽࡢ⿵ຓࡀ࠶
ࡿࠋ
ղෆ㛶ᗓసᡂࡢከゝㄒ DV ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
http://www.gender.go.jp/e-vaw/book/02.html
㸦ⓑ༓ᬗ 㟼ᒸᏛ㸧

13

㸱㸬DV ┦ㄯ㸸┴࣭ᕷ⏫࠾ࡼࡧẸ㛫ຓᡂ┦ㄯᶵ㛵
㸦㸯㸧㹂㹔⿕ᐖ⪅ᨭࡢὶࢀ
DV ⿕ᐖ⪅ᨭࡢὶࢀࡣୗグࡢᅗ♧ࡋࡓࠋձ┦ㄯ࣭㏻ሗࠊղᚲせ࡞ሙྜࡣ୍ಖㆤࡸ
ಖㆤ௧ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࠊճၥ㢟ゎỴࡸ⮬❧ᨭࠊ࠸࠺ὶࢀ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣእᅜேዪᛶ
ࡢ㹂㹔⿕ᐖ┦ㄯࡢ⌧≧ࢆࠊḟ❶୍࡛ಖㆤࡢ⌧≧ࢆ㏙ࡿࠋ
ᅗ 㟼ᒸ┴ࡢ DV ⿕ᐖ⪅ᨭࡢὶࢀ
㸦ฟ㸸㟼ᒸ┴➨୕ḟ DV 㜵Ṇᇶᮏィ
⏬ᴫせ∧㸧

ᅗ 㟼ᒸᕷࡢ DV ⿕ᐖ
⪅ᨭࡢὶࢀ
㸦ฟ㸸㟼ᒸᕷ DV 㜵
Ṇᇶᮏィ⏬ᴫせ∧㸧

14

ᅗ ᯇᕷࡢ DV ⿕
ᐖ⪅ᨭࡢὶࢀ
㸦ฟ㸸ᯇᕷ DV
㜵Ṇ࣭ᨭᇶᮏィ⏬㸧

㸦㸰㸧DV ⿕ᐖࡢ┦ㄯ㸦⾜ᨻ㸧
DV ⿕ᐖࡢ┦ㄯࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᗈᇦⓗࡣ㟼ᒸ┴ࡢዪᛶ┦ㄯࢭࣥ
ࢱ࣮ࠊྠࡌࡃ┴ࡢዪᛶ┦ㄯ㸦NPO ᴗົጤク㸧ࡀ࠶ࡿࠋᆅᇦูࡣ㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ࡀᐩኈᕷࠊᯇᕷ㸦ᨻ௧ᕷ㸧࠶ࡿ㸦ᨻ௧ᕷ࡛࠶ࡿ㟼ᒸᕷࡶタ⨨ணᐃ㸧ࠋ༊ᕷࡣ
⚟♴ົᡤࡀ࠶ࡿࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࡞࡛ DV ┦ㄯ❆ཱྀࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ༊ᕷࡶ
࠶ࡿࠋ⏫࡛ࡣ⚟♴ㄢࡀ⏕ά㛵ࡍࡿ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࡛ࡶ┦ㄯࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊᴗົ
ෆᐜ㸦࠼ࡤ୍ಖㆤࠊ⏕άಖㆤࠊಖㆤ௧ࡢࢃࡾ➼㸧ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋヲࡋࡃࡣ
ࠕ㸷❶ ከゝㄒሗᥦ౪ࠖࡢࠕ┦ㄯࡢὶࢀࠖࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࢆཧ↷ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
┴ࡢዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡀ⮬ⓗタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ㟼ᒸ┴ዪᛶ┦ㄯࢭ
ࣥࢱ࣮ࡣ㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㓄അ⪅ࡽࡢᭀຊࡢ㜵Ṇཬࡧ⿕ᐖ⪅ࡢಖㆤ➼㛵ࡍࡿ
ἲᚊ㸦DV 㜵Ṇἲ㸧ᐃࡵࡽࢀࡓタ࡛ࠊ፬ே┦ㄯᡤ࡞࡛ DV ࡢ㜵Ṇࠊಖㆤࡢࡓࡵࡢᴗ
ົࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㟼ᒸ┴࡛ࡣࠊୖグࡢዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡢࠊ
ᯇᕷࠊᐩኈᕷ㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⚟♴ົᡤࡣ♫⚟♴ἲつᐃࡉࢀࡓࠕ⚟♴㛵ࡍࡿົᡤ࡛ࠖࠊ㒔㐨ᗓ┴ᕷ㸦≉ู༊㸧
タ⨨ࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᕷ⏫ᮧ༢⊂࡛ࡣࠊ⚟♴㒊࣭⚟♴ㄢࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗົෆᐜࡣࠊ⏕άಖㆤἲࠊඣ❺⚟♴ἲࠊ⪁ே⚟♴ἲࠊẕᏊཬࡧᐻ፬⚟♴ἲࠊ㌟య㞀ᐖ⪅⚟
♴ἲࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅⚟♴ἲᐃࡵࡿㆤࠊ⫱ᡂཪࡣ᭦⏕ࡢᥐ⨨࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᕷ⏫ᮧ⛣⟶ࡉࢀࡓ
ᴗົࡀ࠶ࡾࠊ┴⚟♴ົᡤࡣ⚟♴୕ἲ㸦⏕άಖㆤἲࠊඣ❺⚟♴ἲࠊẕᏊཬࡧᐻ፬⚟♴ἲ㸧
ࡢࡳᡤ⟶㸧ࠋ
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㟼ᒸ┴࡛ࡣࠊ㟼ᒸ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠊᗣ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮㸦┴ࡢಖ࣭་⒪࣭⚟♴
㛵ࡍࡿᴗົࠊಖᡤ㸧㸲⟠ᡤዪᛶ┦ㄯဨࡀ㥔ᅾࡋࠊ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᕷ⏫࡛ࡢ㓄⨨ࡶ
᥎㐍ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ 25 ᖺ 4 ᭶⌧ᅾࠊ14 ᕷ⏫ࡢ⚟♴ົᡤዪᛶ┦ㄯဨࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦➨㸱ḟ㟼ᒸ┴ DV 㜵Ṇィ⏬㸧ࠋᨻ௧ᕷ࡛࠶ࡿᯇᕷࠊ㟼ᒸᕷ࡛ࡶࠊྛ༊ࡢ⚟♴ົᡤ
ዪᛶ┦ㄯဨࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ዪᛶ┦ㄯဨࡣࠊࡘ࡚፬ே┦ㄯဨ࠸࠺ྡ⛠࡛࠶ࡾࠊ㜵Ṇἲࢆ᰿ᣐἲࡋ࡚ཌ⏕ປ
ാ┬ᡤ⟶࡛ጤკࢆཷࡅࡓᕷẸ࡛せಖㆤዪᏊࡢⓎぢࠊ┦ㄯࠊᣦᑟࢆ⾜࠺⪅ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡢࡕ DV ἲᇶ࡙ࡁࠊDV ┦ㄯࡶཷࡅࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ㈝⏝ࡣᅜࡀ㸯㸭㸰ࠊ⮬యࡀ㸯㸭
㸰ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍ಖㆤࢆ౫㢗ࡍࡿุ᩿ࡣࠊዪᛶ┦ㄯဨࡢᡤ⟶࡛࠶ࡿ⚟♴ົᡤࡀ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࠊ୍ಖ
ㆤࡢ౫㢗ࢆ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮࠾ࡇ࡞࠸ࠊ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡀ୍ಖㆤタᥐ⨨Ỵ
ᐃࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸦୍ಖㆤࡣ㸲❶㸧ࠋࡲࡓࠊ⚟♴ົᡤ࡛ࡣࠊ⏕άಖㆤ࡞⏕άᢇຓࡢุ᩿
ࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࡶ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㟼ᒸ┴ࡢ DV ᇶᮏィ⏬ࡼࢀࡤࠊ㛫እᕷ⏫ࡢ┦ㄯࡀ࠶ࢀࡤࠊࢇࡣ㆙ᐹࡀཷ
⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 DV ┦ㄯࡢᐇ⦼ࢆࡳࡿࠊ┴ᕷࡢዪᛶ┦ㄯဨࡢእᅜேዪᛶ㹂㹔⿕ᐖ㠃᥋┦ㄯࡣẖᖺ 200
௳ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊయࡢ㸯ཬࡪ㸦ඛ㏙ࡢࡼ࠺┴ࡢእᅜேேཱྀࡣ 1.9㸣㸧ࠋ
┴ࠊᕷࡢዪᛶ㸦፬ே㸧┦ㄯဨࡼࡿᑐᛂ௳ᩘ㸦ᐇேᩘ㸧
21 ᖺᗘ

22 ᖺᗘ

23 ᖺᗘ

24 ᖺᗘ

25 ᖺᗘ

26 ᖺᗘ

2076

2301

2558

2500

2688

2571

225

272

252

198

200

223

㠃᥋┦ㄯ௳ᩘ
㸦య㸧
࠺ࡕእᅜேࡢ
㠃᥋┦ㄯ௳ᩘ

㟼ᒸ┴ᗣ⚟♴㒊ࡇࡶᐙᗞㄢㄪ

ᅾ␃እᅜேࡢ୰ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢀࡿேࡶከࡃࠊᮏேࡀ㞴ࡋࡃ࡚
ࡶ᪥ᮏㄒࢆヰࡏࡿேࢆᖏྠࡍࡿࡇࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ┴ࡢዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㓄അ
⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ┦ㄯ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡀ༑ศヰࡏ࡞࠸⿕ᐖ⪅ࡽࡢ┦ㄯࡀᖺ
30 ௳௨ୖ࠶ࡗࡓࠋᙜேࡀᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠊ᪥ᮏㄒࢆヰࡏࡿ▱ேࢆ㢗ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
ࡔࢁ࠺ࠋ
┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠊ㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮㸦ᐩኈᕷࠊᯇᕷ㸧┦ㄯ௳ᩘ
DV ┦ㄯ௳ᩘ 㸦ຍᐖ⪅ࡢ㛵ಀู㸧㸦ᖹᡂ 26 ᖺᗘ㸧
㓄അ⪅㸦ᒆ

㓄അ⪅㸦ᒆ

㓄അ⪅㸦ᒆ

㞳፧

⏕άࡢᮏ

⏕άࡢᮏ

ฟ࠶ࡾ㸧

ฟ࡞ࡋ㸧

ฟ᭷↓

῭ࡳ

ᣐࢆࡶ

ᣐࢆࡶ

ࡍࡿ

ࡋࡓඖ

㝿┦ᡭ

㝿┦ᡭ

᫂㸧
᮶ᡤ

459

290

38

16

0

117

9

5

㟁ヰ

916

791

42

10

125

3

5

3

3

0

0

0

0

0

1378

1024

80

10

242

12

10

ࡑࡢ
ྜィ

㟁ヰ┦ㄯࡣ⏨ᛶࡽࡢ┦ㄯ 23 ௳ࢆྵࡴ
㟼ᒸ┴ㄪ

┦ㄯ௳ᩘࡢ࠺ࡕ᪥ᮏㄒࡀศヰࡏ࡞࠸⿕ᐖ⪅ࡽࡢ┦ㄯ௳ᩘ㸦ᖹᡂ 26 ᖺᗘ㸧
ேᩘ

࠺ࡕࢱ࢞ࣟࢢㄒ

࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ

ࢫ࣌ࣥㄒ

ࡑࡢ

᮶ᡤ

22

11

4

2

5

㟁ヰ

14

7

1

2

4

0

0

0

0

0

36

18

5

4

0

ࡑࡢ
య

ࡢᖺᗘࡶྵࡵࡿࠊࡑࡢࡣⱥㄒࠊࢱㄒࠊ㡑ᅜㄒࠊ୰ᅜㄒࠊࣟࢩㄒࠊ࣮࣐ࣝࢽㄒࠊ➼ᵝࠎࠋ
㟁ヰࡣ⏨ᛶࡽࡢ┦ㄯ 1 ௳ࢆྵࡴ
㟼ᒸ┴ᗣ⚟♴㒊ࡇࡶᐙᗞㄢㄪ

ḟࠊᕷ⏫࠾ࡅࡿ DV ┦ㄯࡢయไࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
┴ࡢㄪࡼࢀࡤࠊDV ➼㛵ࡋ࡚እᅜேࡢ┦ㄯࢆཷࡅࡿయไࡘ࠸࡚ࠊ⚟♴ㄢࡲࡓࡣ
⏨ዪඹྠཧ⏬ㄢ࡛እᅜேᑐᛂ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ࡣ 7 ᕷ⏫ࡔࡗࡓ㸦㟼ᒸᕷࠊᯇᕷࠊ
☬⏣ᕷࠊ⿄ᕷࠊᚚ๓ᓮᕷࠊ⳥ᕝᕷ㸧ࠋ⚟♴ㄢࡲࡓࡣ⏨ዪඹྠཧ⏬ㄢ࡛እᅜேࡽࡢ DV
➼ࡢ┦ㄯయไࡣ࡞࠸ࡀࠊ㏻ヂ࡞ࡢᚲせࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊᕷ⏫ෆࡢࡢᡤᒓ⫋ဨ౫㢗ࡋ࡚
ᢸᙜ࡛ࡁࡿᅇ⟅ࡋࡓᕷ⏫ࡣ 10 ᕷ⏫ࠊᕷ⏫⫋ဨ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᅜ㝿ὶ༠࡞
౫㢗ࡍࡿᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ 2 ᕷ⏫࡛࠶ࡗࡓࠋᢸᙜㄢ࡛ᑐᛂྍ⬟ࠊࡢᡤᒓ⫋ဨ౫㢗ࡍ
ࡿࠊᅇ⟅ࡋࡓᕷ⏫࡛ࡶࠊᅜ㝿ὶ༠ࡢ౫㢗ࡶ࠶ࡿᅇ⟅ࡋࡓᕷ⏫ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ⚟♴ㄢ࡛┦ㄯࢆᢸᙜ࡛ࡁࡿࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ㄢ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸ
ᕷࠊᯇᕷࠊᐩኈᐑᕷࠊᐩኈᕷࡣࠊ⚟♴ㄢ࡛ࡶࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ㄢ࡛ࡶࠊ┦ㄯࡀᢸᙜ࡛ࡁࡿ
ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋ⮬ㄢ࡛ᑐᛂ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᯇᕷࡢࡳ㸧ࠋ
┴ෆᕷ⏫࠾ࡅࡿእᅜே DV ➼┦ㄯᑐᛂ≧ἣ㸦ᨻ௧ᕷࢆྵࡴ㸧㸦ᖹᡂ 27 ᖺ 3 ᭶ㄪᰝⅬ㸧

እᅜ⡠ఫẸࡽ

ᑐᛂ⫋ဨ

ᡤᒓ⫋

ᅜ㝿ὶ༠

㓄⨨

ဨ౫㢗

➼౫㢗

7

10

ᑐᛂ⟇࡞ࡋ

2

15

ࡑࡢ
1

ィ
33

ࡢ┦ㄯᑐᛂ
㟼ᒸ┴ᗣ⚟♴㒊ࡇࡶᐙᗞㄢㄪ
㟼ᒸ┴ὀ㸸ᑐᛂ࡞ࡋᅇ⟅ࡋࡓᕷ⏫ࡘ࠸࡚ࡶࠊᐇ㉁ⓗࡣᡤᒓ⫋ဨ㸦ᕷẸㄢࡢ㏻ヂ➼ࡢᑐᛂྍ⬟⫋ဨ㸧
ࡘ࡞࠸࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᖹᡂ 24 ᖺᗘࠊᑐᛂ⫋ဨ㓄⨨ࡣ 4 ᕷࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ┴ࠊᕷࡢዪᛶ㸦፬ே㸧┦ㄯဨ࠾ࡼࡧ┴ࡢࠕ࠶ࡊࢀ࠶ࠖ┦ㄯဨᑐࡋࠊ┴ࡀࠕእᅜேࡢ┦
ㄯᑐᛂࡘ࠸࡚ᅔࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿࠖࢆゼࡡࡓࡇࢁࠊ㸴ࡀᅔࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿᅇ⟅ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ➨୕ḟ㟼ᒸ┴㹂㹔㜵Ṇᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠊᅔࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿྰࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊᮏㄪᰝ◊✲࡛ࡣࠊᅔࡗ࡚࠸ࡿෆᐜࢆᑜࡡࡓ㸦➨㸳❶㸧ࠋ
17

┴࣭ᕷࡢዪᛶ㸦፬ே㸧┦ㄯဨཬࡧ࠶ࡊࢀ࠶┦ㄯဨࡢㄪᰝ⤖ᯝ
እᅜேࡢ┦ㄯᑐᛂࡘ࠸࡚ᅔࡗࡓࡇ

࠶ࡿ  ே㸦㸣㸧

࡞࠸  ே㸦㸣㸧

ࡀ࠶ࡿ㸦ᅇ⟅  ே㸧
ฟ㸸➨୕ḟ㟼ᒸ┴ '9 㜵Ṇᇶᮏィ⏬

㸦㸱㸧㹂㹔⿕ᐖࡢ┦ㄯ㸦Ẹ㛫ዪᛶ┦ㄯᶵ㛵㸧
㟼ᒸ┴ࡣࠊNPO ἲே࡞ዪᛶࡢ┦ㄯࢆཷࡅࡿẸ㛫ᶵ㛵ࡀ」ᩘ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ࠸ࡃࡘ
ࡣࠊ⮬యࡢዪᛶ┦ㄯࡢᴗົጤクࢆཷࡅࡓࡾࠊࢭࣥࢱ࣮➼┦ㄯဨࢆὴ㐵ࡋࡓࡾࠊ
ᡤᒓࡍࡿಶேࡀಶேࡋ࡚ዪᛶ┦ㄯဨࢆጤკࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㸦㸯㸧࡛࠶ࡆࡓᅗ࡛ࡣࠊ⥭ᛴᗘࡢప࠸┦ㄯ࣭࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡣࠊ㟼ᒸ┴࡛ࡣࠊ
ࠕ࠶ࡊࢀ࠶ࠖ
ࡸಖࢭࣥࢱ࣮ࠊ㟼ᒸᕷ࡛ࡣࠊ㟼ᒸᕷዪᛶ㤋㸦ࢭࣝ 21㸧ࡢ┦ㄯᐊ࡞┦ㄯࡍࡿࡇ
ࡀࡋࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ┦ㄯᴗࡣࠊ⮬యࡽ NPO ἲே࡞Ẹ㛫ࡢ┦ㄯᶵ㛵ᴗົጤクࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ㄢ㢟ࡋ࡚ࡣࠊ㟼ᒸᕷࡢᅗ࡛ࠕ⥭ᛴᗘ࣭పࠖࠕ⥭ᛴᗘ࣭୰ࠖࠕ⥭ᛴᗘ࣭㧗ࠖ᭩ࢀ࡚࠸ࡿ
࠸ࢃࡺࡿࠕࢺ࣮ࣜࢪࠖࢆㄡࡀุ᩿ࡍࡿࡢ᫂☜࡛࡞࠸ࡇࠊࡲࡓࠊ⿕ᐖ⪅ࡀ㐺ษุ᩿
ࡋ࡚㐺ษ࡞┦ㄯඛ┦ㄯ࡛ࡁࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡢࠊྛࠎࢆᢸ࠺ᶵ㛵ࡢᐃⓗ࡞ྜࡸࠊࢣ
࣮ࢫ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࠊሗࡢሙࡀࡶࡓࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊᙜ⪅ࡀ DV ࠺ࢃࡽ࡞࠸ࠊ㞳⦕ࡋࡓ࠸࠺ࢃࡽ
࡞࠸ࠊ㐁ᕠࡍࡿࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ⥭ᛴᗘ࣭୰ࠖࠕ㧗ࠖ㣕ࡧ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡀ
ᑡ࡞ࡃ࡞ࡃࠊ
ࠕ⥭ᛴᗘ࣭పࠖࡢ┦ㄯ࣭࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡀ༑ศ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡣ
࡞࠸ࠊࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㟼ᒸ┴ෆࡢዪᛶ┦ㄯࠊDV ┦ㄯࡢẸ㛫ᶵ㛵ࡢ࠺ࡕࠊ⾜ᨻࡽࡢጤクᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡞࡛࿘▱ࡋ࡚┤᥋㟁ヰ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᅋయࡣᑡ࡞࠸㸦⟶ぢ࡛ࡣ S&S ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢࡳ㸧ࠋẸ㛫ᶵ㛵ࡢከࡃࡣ DV 㜵Ṇ࣭ၨⓎ࡞ࡢᩍ⫱ᴗࢆ࡞άືࡍࡿ࡞ࠊ┦
ㄯ࡞࠸ࡋ┤᥋ⓗ࡞ᨭάືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ⫼ᬒࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㐃ᦠࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊẸ㛫┦ㄯጤクᶵ㛵ࡣࠊጤクඖࡢᐃⓗ࡞㆟
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⚟♴ົᡤࡸ፬ேಖㆤタࠊ㆙ᐹ࡞ከᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣධࡗ࡚࠸
࡞ࡗࡓࠋ୍ಖㆤࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡣࠊ┴ࡀ㛤ദࡍࡿᖺ㸯ᅇ⛬ᗘࡢ୍ಖㆤタ
㆟ࡢᶵࡀ࠶ࡿࡀࠊእᅜேዪᛶࡢ DV ⿕ᐖ┦ㄯᨭࢆᐃࡋࡓࠊᕷ⏫እᅜே┦ㄯဨࡸᅜ㝿
ὶ༠࡞ࢆ࠼ࡓ㆟ࡣ㛤ദࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㟼ᒸ┴ෆࡢྛẸ㛫ᶵ㛵ࡣࠊࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡయไࢆ⤌ࢇ࡛࠸࡞࠸1ࠋ
 ᯇᕷ࡛ࡣࠊࠕᯇᕷ DV ┦ㄯࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐃⤡ࠖࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕタ⨨せ㡯ࠖᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐃⤡ဨࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࠊᐁẸࡢ┦ㄯᶵ㛵ࠊᨭᶵ㛵ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿ2ࠋ



ࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊ┴ෆࡢẸ㛫ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ࡞࠸ࡀࠊ◊ಟࡸᏛ࡛ὶࡍࡿᶵ

ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇࡔࡗࡓࠋ
2

http://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/kodomokatei/kosodateshien/0011
03E21.pdf
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ẕᏊ⏕άᨭタ

ᯇᕷேᶒ᧦ㆤጤဨ㐃⤡༠㆟

ᯇᕷẸ⏕ጤဨඣ❺ጤဨ༠㆟

᪥ᮏྖἲᨭࢭࣥࢱ࣮㟼ᒸᆅ᪉ົᡤᯇ

ᯇᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮

ᨭ㒊
㹌㹎㹍ἲேᯇ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢭࣥࢱ࣮

㹑㸤㹑ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚ཧຍ㸸㟼ᒸᆅ᪉ุᡤ

┦ㄯయไࡢㄢ㢟
ۑDV ┦ㄯࡢሗᥦ౪
㟼ᒸ┴ࠊᨻ௧ᕷࡢ DV 㛵ࡍࡿ࣮࣌ࢪ࠾ࡼࡧከᩥඹ⏕㸦እᅜேఫẸ㸧㛵ࡍࡿ࣮࣌ࢪ
࡛ࡣࠊከゝㄒ࡛እᅜேࡢ⏕ά┦ㄯࡢෆࡘ࠸࡚ࡣᏑᅾࡍࡿࡀࠊDV ┦ㄯ㛵ࡍࡿሗࢆ
ᥖ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㟼ᒸ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠊ㟼ᒸᕷࡢ┦ㄯᶵ㛵㸦ࢭࣝ 21㸧࡛ࡶࠊࢧ
ࢺࡢከゝㄒ⾲グࡣࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㤋ෆࡢከゝㄒࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣࠊDV ࡢㄝ᫂┦ㄯඛ㸦㟁ヰ
␒ྕ㸧ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋෆ㛶ᗓࡀసᡂࡋࡓከゝㄒෆࡀ࠶ࡿࡀࠊDV ┦ㄯࡢ
ὶࢀࡸࠊ୍ಖㆤࠊಖㆤ௧ࠊἲࢸࣛࢫࡢ⏝࡞ DV ≉᭷ࡢ▱㆑ࡘ࠸࡚ᥖ㍕ࡣ࠶ࡗ࡚
ࡶࠊ┴ෆࡢሗࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ❆ཱྀࡣࠊእᅜேዪᛶࡀ┦ㄯࡋ࡙
ࡽ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ۑゝㄒᑐᛂ
 ┴࣭ᕷ⏫ࡢ DV ┦ㄯ㟁ヰ࡛ࠊከゝㄒᑐᛂࡢ㟁ヰࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ᑐ㠃ࡢ┦ㄯ࠾࠸࡚ࡶࠊእᅜேዪᛶࡢ DV ┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢࠊ㏻ヂࡢ⏝㛵ࡍࡿุ᩿
ࢆࡍࡿయไࠊᐇ㝿⏝ࡍࡿయไࠊᅾ␃㈨᱁࡞」ྜⓗ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢᑐᛂ࡞ࠊ
ᕷ⏫㛫࡛▱㆑࣭ሗࡢඹ᭷ࢆࡋࡓࡾࠊ㈨※㸦㏻ヂ⪅㸧ࢆඹ᭷ࡍࡿయไࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ۑᐁẸࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㊊
ᯇᕷ࡛ࡣ DV ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ┴ࡸࡢᕷ⏫࡛ࡣタ⨨ࡀ࡞࠸ᐃ
ࡢ㆟࡞ࡣ㛤ദࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋẸ㛫ᶵ㛵ྠኈࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡶ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ⥭ᛴᗘࡸ༴㝤ᗘࡢప࠸┦ㄯࡸ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦⮬❧ᨭࢆྵࡴ㸧ᶵ㛵ࠊ
⥭ᛴᗘࡸ༴㝤ᗘ୰⛬ᗘ࣭㧗ᗘࡢ┦ㄯࢆ⾜࠺ᶵ㛵ࡢᐃ㐃⤡ࡀ࡞ࡃࠊእᅜேࡽ┦ㄯࡀධ
ࡗࡓሙྜࡢᑐᛂࡸሗࠊయไࡀඹ᭷ࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ⥭ᛴᗘࡢప࠸┦ㄯࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡢ୰
ࡣࠊእᅜேࡽ┦ㄯࡀධࡗࡓሙྜࠊ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࠋ
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ࢥ࣒ࣛ㸸┴ࡢከゝㄒ┦ㄯ≧ἣ
࠼ࡤ⚄ዉᕝ┴ࡣࠊⱥㄒࠊ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ㄒࠊ୰ᅜㄒࠊࢱ࢞ࣟࢢㄒࠊࢫ࣌ࣥㄒࠊ࣏ࣝࢺ࢞
ࣝㄒࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒࠊࢱㄒࡢ㸶ゝㄒ࡛┴ෆ┦ㄯඛࡀグ㍕ࡉࢀࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ┴
ࡢࢧࢺ࡞ࡶබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480214/p2551.html#gaikokugo
 ࡲࡓࠊ㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊⱥㄒࠊ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ㄒࠊ୰ᅜㄒࠊࢱ࢞ࣟࢢㄒࠊࢫ
࣌ࣥㄒࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠊࢱㄒ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸦᭶㹼ᅵ᭙᪥ࠊ10 㹼17 ࠊከゝㄒࡢ
㠃᥋┦ㄯࡣせண⣙㸧ࠋ
 ᮾி㒔࡛ࡣ DV ┦ㄯ❆ཱྀ㸦㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮㸧࡛ࡣእᅜㄒ࡛ࡢ┦ㄯࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࡀࠊᮾி㒔እᅜே┦ㄯ࠾࠸࡚እᅜㄒ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⚄ᡞᕷࡶࠊ⚄ᡞᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢭࣥࢱ࣮ࠊරᗜ┴ᅜ㝿ὶ༠ࠊ㹌㹎㹍ἲேࢆ┦ㄯඛ
ࡋ࡚⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ⓑ༓ᬗ㸭㟼ᒸᏛ㸧
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４．一時保護
「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）、
「売春防止
法」（昭和 31 年）に基づき、「ＤＶ被害者等」「要保護女子」は一時保護される。この一時
保護は、県の一時保護所もしくは厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託しておこな
うことと定められており、静岡県では県女性相談センターが所管する一時保護所と民間（社
会福祉施設や民間シェルター）1の一時保護委託先を設置している。また、市町においても
緊急宿泊先を確保している（第三次静岡県 DV 防止基本計画）2。
警察や女性相談などの関係機関への DV 相談・通報により、各市町の福祉事務所等が一
時保護の必要を判断し、静岡県女性相談センターに一時保護を依頼する。一時保護先が決
定したら、市町福祉事務所は職員（ケースワーカー）が女性を安全に一時保護先に送り、
受け入れ手続きをする。利用は原則として２週間であり、その間に市町と女性、入所先が
連携しながら、その後の対応や支援、サービスについて決定する。一時保護所の退所後は、
市町が引き続き担当となる。こうした流れは、都道府県によって異なっている。
県が措置としておこなう一時保護の総数は、下表に示したとおり、平成 19 年度以降、年々
減少傾向にある。これは、ＤＶについての情報が行き渡り、深刻化する前に相談につなが
っているからではないかと言われている。
この中で、保護総数に占める外国人の割合は１割前後であり、人口比（1.9％3）に比べる
とかなり高くなっている。
平成 19 年度～平成 27 年度（７月末）の外国人の一時保護を女性の国籍別に見ると、フ
ィリピンが最も多く 56.3％、２番目にブラジル 17.2％、中国 10.2％、ペルー5.5％となって
いる。県内の在留外国人はブラジル 33.8％、フィリピン 18.3％、中国 15.8％、韓国・朝鮮
7.6％、ペルー6.2％であるが4、人口比に対して、フィリピン人女性の割合が高いのが特徴
である。国籍でその他に多いのは韓国、朝鮮などであるが、アジア諸国、南米諸国、アフ
リカ諸国や欧米諸国もあり、言語対応の難しさが予想される。
一時保護を依頼した市町別に見ると、外国人の割合が高い市において一時保護数が多く
なっているが、むしろどの市町にもまんべんなく要保護ケースがあるといえるだろう。担
当者の異動もある中で、単発的にケースを担当することが予測され、ケースワークの研修
や実践力をどのように伝達し共有するかが課題になると考えられる5。

DV 防止基本計画、p.30
平成 27 年度の一時保護委託先は 13 箇所（DV 基本計画では、平成 29 年度の目標値 18
箇所）。DV 基本計画によれば、民間シェルターは４箇所、民間シェルターは県のネットワ
ーク構成員に加わり、県女性相談センターとの意見交換会議を毎年開催している。市町で
緊急宿泊先の確保をしているのは 20 市町（57.1％、平成 25 年 9 月 1 日現在、第三次静岡
県 DV 防止基本計画、p.30）。
3 平成 26 年 12 月末現在住民基本台帳人口の人口比率（静岡県）
。
4 同上
5 静岡県女性相談センターでは、新任向けに年度初めに基礎研修をおこなっている（市町・
警察対象で地域別に実施）。また、市町対象のＤＶ研修は年３回、東海４県の女性相談研修
を年１回実施している。
1第三次静岡県
2
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一時保護数と外国人の割合
年度

保護総数

うち DV 外国人

割合(%)

主訴ＤＶ 外国人保護日数
平均（日間）

19

220

21

9.5

19

21.6

20

164

21

11.6

19

19.0

21

138

110

12

8.7

11

23.7

22

139

111

30

21.6

27

29.4

23

108

79

11

10.2

9

25.6

24

96

58

10

10.4

9

34.8

25

81

57

9

11.1

8

18.3

26

83

59

8

9.6

7

35.3

27(9 月末まで)

47

6

12.7

6

17.6

静岡県女性相談センター調べ

国籍別一時保護外国人に占める割合

県内外国人に占める割

％

ブラジ

フィリ

ル

ピン

中国

韓国・

ペルー

朝鮮

ベトナ

その他

ム

33.8

18.3

15.8

7.6

6.2

4.5

13.8

17.2

56.3

10.2

3.9

5.5

0.8

6.1

合（男女）
一時保護外国人に占め
る割合
県内外国人に占める割合は静岡県平成 26 年 12 月末の住民基本台帳人口による。一時保護に占める割合は
平成 19 年度～平成 27 年度 7 月末（女性相談センター調べ）。

市町別外国人一時保護（平成 19 年度～平成 27 年 7 月）
下田市

松崎町

沼津市

三島市

裾野市

％
伊豆の国

清水町

小山町

市
1.6

0.8

4.7

-

0.8

1.6

1.6

1.6

御殿場市

富士宮市

富士市

静岡市

焼津市

藤枝市

島田市

牧之原市

3.9

3.9

7.8

11.7

4.7

4.7

1.6

3.1

磐田市

吉田町

掛川市

袋井市

湖西市

御前崎市

菊川市

浜松市

9.4

0.8

7

2.3

0.8

3.9

1.6

20.3

静岡県女性相談センター調べ
個人の特定につながることを避けるため、年度合計数の割合で示している。

一時保護にさいし、子どもを同伴しているか否かで見ると、同伴している割合が高い。
一時保護中は、登園、通学などができないこと、中学生以上の男児は公設の一時保護所に
滞在できないこと6、保護施設退所後の就学など課題が多重的になること、収入が必要な一
方で就労や就職が難しいことなどから、困難が予想される。
6

県が委託している民間の一時保護先を利用することになる。
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一時保護後の退所先を見ると、母子生活支援を退所先とする割合が 16.4％であり、中期
的に自立を目指していくことがわかるが、同じ割合で加害者宅のいる自宅に戻っている。
女性相談センターによれば、中には日本に他に頼ったり相談したりする先がなく、経済的
にも加害者に扶養されるしかなく、
「自分さえ我慢すれば」と戻ってしまうケースも少なく
ない。また、加害者不在の自宅（6.3％）は、加害者の逮捕等や保護命令等により不在であ
るものの、いずれ加害者が帰宅する可能性がある。
日本人に比べて、外国人女性の特徴はさらに３点ある。１点は、退所先として知人・親
類宅の割合が高いということだ（25.0％）。知人・親類宅は、一時的な滞在になる可能性が
高く、転々とすると、その後の市町の相談支援や就労が難しくなる。女性相談センターに
よれば、退所時には、市町に引き継ぐが、退所先が知人・親類宅の場合、支援の継続がで
きなくなることがあるということだ。２点目に、民間アパートに移れる割合が低い。日本
人でも子連れのシングルマザーが賃貸先を得ることが難しいケースがある（非正規就労割
合が高いこととも関連）が、外国人はさらに困難だろう。３点目に、住み込み就労が 8.6％
であるが、以前は工場などに雇用され、雇用先の住居提供があったものが、近年では提供
された住居から派遣として短期的な就労を繰り返す形態になり、収入や雇用形態、住居が
不安定になっている7。就労を含めた自立支援とも関わる問題だろう。
これらから、一時保護退所時の公営住宅の利用や保証人の問題など、住居の問題が浮か
び上がった。
一時保護に児童を同伴しているか否か（平成 19 年度～平成 27 年 7 月末）
単身

児童同伴

27.3％

72.7％

静岡県女性相談センター調べ

退所先（平成 19 年度～平成 27 年 7 月末）
母子生活

婦人保護

民間アパ

公営住宅

住み込み

自宅（加害

自宅（加害

支援施設

施設

ート

就労

者在）

者不在）

16.4

5.5

10.9

0.8

8.6

16.4

6.3

知人宅

親類宅

帰国

その他（入 不明（自主

調整中

院・他施設 退所）
等）
14.8

10.2

5.5

2.3

1.6

0.8

静岡県女性相談センター調べ
個人の特定につながることを避けるため、年度合計数の割合で示している。

DV 基本計画によれば、静岡県では県女性相談センター所長等が就職やアパートの入居の
際の連帯保証人隣、万が一損害補償が必要となった場合に、損失補填をおこなう事業（施
設入所児童等自立促進事業）を実施、公営住宅についても、目的外使用として、DV 被害者
の入居を認める取り扱いをしている（平成 21 年度 2 件、22、23 年度 0 件、24 年度 2 件）
（DV 基本計画）。
7

23

一時保護所入所者の生活保護受給状況を、全体と外国人についてみると、日本人と外国人
の受給割合は、あまり大きな違いはない（むしろ年度ごとの違いの方が大きい）
。
一時保護入所者の生活保護受給状況

年度

保護総数

割合(%)

生活保護

外国人

受給者数

生活保護

割合(%)

受給者数

23

108

27

25

11

2

18.2

24

96

29

30.2

10

4

40.0

25

81

26

32.1

9

2

22.2

26

83

31

37.3

8

2

25.0

27(9 月末まで)

47

25

53.2

6

4

66.6

※22 年度以前については統計資料なし
静岡県女性相談センター調べ

一時保護ではないが、婦人保護施設の入所実績は下記の通りで、外国人の入所は多くない。
婦人保護施設入所実績
項目
21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

8

14

12

16

8

11

1

1

0

新規入所人数
うち外国人
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外国人女性の結婚と配偶者関係
静岡県内の在留外国人はブラジル国籍の人の割合が高いが、一時保護される女性はフィリ
ピン国籍が多い（56.3％と過半）。
それは在留外国籍女性の結婚の類型と関係があるだろう。在留外国人の国籍、就労状況、
在留資格は、性別によって異なる傾向がある（法務省統計参照）。現代の日本では、在留外国
人は女性の方が多く（女性 53.8％）、
「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在する人も女性の
方が多い。
夫婦のどちらかが外国籍である、または国籍が異なる「国際結婚」は、日本人男性と外国
人女性の割合が高く、その国籍は東南アジアや東アジアが多い。このパターンの場合、女性
は経済的に自立しておらず（移住連貧困プロジェクト 2011、カラカサン 2013）、在留資格も
「日本人の配偶者等」であることが少なくない。
一方、南米諸国の日系人の場合は、３世までは「定住者」資格が可能で、外国籍同士の結
婚であることが多い。
静岡県内の在留外国人の国籍は示したとおりだが、婚姻状態、就労状態は、国籍によって
異なるだろう（外国人の男女別婚姻状態、男女別就労状態の統計はない）。
国籍や在留資格、居住市町によって、母国語で相談できる友人や親族がいるかどうか、集
住してコミュニティがあるか、散住しているかも異なる。就労目的の場合は、集住傾向にあ
り、配偶者の場合は散住傾向にある。
こうした背景が、DV 被害に影響を与えている可能性があるが、後述のように、相談体制
はそれらを十分に考慮できていない。例えば静岡県のホームページでは、一部の情報を多言
語で表示しているが、英語とポルトガル語のみである。市町の外国人相談窓口でも、ポルト
ガル語とスペイン語以外の言語に対応している市町は多くないのが現状である。
移住連女性プロジェクト 2011『移住（外国人 ）女性 DV 施策に関する自治体調査と提言』
．
カラカサン 2013『フィリピン人シグルマザーの就労実態と支援にかんする調査 報告書』
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