㸷 ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡿ㛵ಀᶵ㛵㐃⤡㆟ᑓ㛛◊ಟ
㟼ᒸ┴ෆࡢᨭ⪅ࡢ⌧≧ᢕᥱࠊㄢ㢟ࡢᢳฟࠊయไ࡙ࡃࡾ࠾ࡼࡧᨭ⪅㣴ᡂࡘ࠸࡚ࠊ㆟
᳨࡛ウࡋࠊ௨ୗࡢ㸰ᮏࡢᰕ࡛㛤ദࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧ᐁẸࡢ㛵ಀᶵ㛵ࠊᨭᶵ㛵ࡢࠕ㛵ಀᶵ㛵㆟ࠖ㸦㏻⛠ࢥ㆟㸧
㸦㸰㸧᪥ࡈࢁ┦ㄯࢆཷࡅ࡚࠸ࡿዪᛶ┦ㄯဨࠊእᅜே┦ㄯဨࡢࠕᑓ㛛◊ಟࠖ
㸦㸯㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࡑࡶࡑࡶᖹᡂ 27 ᖺ 2 ᭶ࡢ◊ಟࢆᶵᐁẸࡢ
ࠕ㐃⤡㆟ࠖࡽⓎ㊊ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ㐃⤡㆟ࡣᐃⓗ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊྖἲ࡞ᑓ㛛ᐙ
ࢆ࠼ࡓᣑⓗ࡞㆟ࡢᚲせࡽࠊࠕ㛵ಀᶵ㛵㐃⤡㆟ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ࡧࡅඛࡣࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢබⓗ㒊㛛ࠊ┴࠾ࡼࡧᕷ⏫࡛ࣞ࣋ࣝࡢእᅜேࡢ┦ㄯ࠶ࡓࡗ
࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡢ࠺ࡕ┦ㄯࡢከ࠸࡞ᕷ⏫㸦እᅜேࡢከ࠸ᕷ⏫ࡢὶ༠㸧ࠊẸ㛫ࡢዪᛶ┦ㄯ࣭
DV ┦ㄯᶵ㛵ࠊྖἲᑓ㛛ᐙ㸦┴ᘚㆤኈࠊ┴⾜ᨻ᭩ኈࠊ┴ྖἲ᭩ኈ㸧࡛࠶ࡿࠋ㆟ࡣ
ᮏᖺᗘ㸰ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ௨ୗࡀࡑࡢグ㘓࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧㛵ಀᶵ㛵㆟
ۃᖹᡂ 27 ᖺᗘ➨㸯ᅇእᅜዪᛶ DV ⿕ᐖ⪅ᨭࢥ㆟
㸯 ᪥ ᖹᡂ 27 ᖺ 11 ᭶ 25 ᪥ 13  30 ศ㹼16  30 ศ
㸰 ሙ ࣃࣝࢩ࢙➨୍㆟ᐊ㸦㟼ᒸᕷ㸧
㸱 ෆᐜ
Ᏺ⛎⩏ົࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆ
ձᅋయ࣭ᑓ㛛ᐙ⮬ᕫ⤂
ղ᳨ウ 1 㛫 30 ศ⛬ᗘ
㟼ᒸ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗ࿌࠾ࡼࡧ᳨ウ
እᅜே┦ㄯဨࡽࡢሗ࿌࠾ࡼࡧ᳨ウ ᐩኈᕷὶࣛ࢘ࣥࢪ㸦FILS㸧
እᅜே┦ㄯဨࡽࡢሗ࿌࠾ࡼࡧ᳨ウ ᯇᅜ㝿ὶ༠㸦HICE㸧
ᅜ㝿ὶ༠ࡽࡢሗ࿌࠾ࡼࡧ᳨ウ 㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠㸦SIR㸧
ճయ᳨ウ
㸲 ཧຍ⪅ 29 ྡ
㟼ᒸ┴ࡇࡶᐙᗞㄢࠊከᩥඹ⏕ㄢࠊ
㟼ᒸ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮
㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠
ᯇᅜ㝿ὶ༠ࠊᐩኈᕷᅜ㝿ὶࣛ࢘ࣥࢪ
ᕷ⏫⚟♴ົᡤ
ዪᛶ┦ㄯ㛵ࢃࡿẸ㛫ᶵ㛵
ᩆㆤ㛵ࢃࡿタࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍ
㟼ᒸ┴ᘚㆤኈࠊ㟼ᒸ┴ἲࢸࣛࢫࠊ㟼ᒸ┴⾜ᨻ᭩ኈࠊ㟼ᒸ┴ྖἲ᭩ኈ
㸳 ദ 㟼ᒸᏛேᩥ♫⛉Ꮫ㒊 ⓑ◊✲ᐊ
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ᴫせ
እᅜዪᛶࡢ DV ┦ㄯ࠾ࡼࡧᨭಀࡿᐁẸ㛵ಀᶵ㛵ࡢつᶍ࡞㆟ࡣึࡵ࡚࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
᭱ึཧຍ⪅ࡀྛᶵ㛵ࡢᐇෆᐜ࡞ࡘ࠸࡚ሗ࿌⤂ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 ḟࠊලయⓗ࡞᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ┦ㄯᨭ≧ἣࡢሗ࿌ࡸࠊᶵ㛵ࡽࡢຓゝࠊ
ㄢ㢟ᢳฟࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡓࡵࠊዪᛶ┦ㄯഃእᅜே┦ㄯഃࡽ㸲ࢣ࣮ࢫࡢ᳨ウࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗࡓࠋࢆ㏻ࡋ࡚ࠊձ᪥ᮏㄒࡀẕㄒ࡛࡞࠸᪉ࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ឤࡸ≧ἣࠊពᛮࡘ࠸࡚
ㄒࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࠊղࡑࡢࡓࡵ࿘ᅖࡢᨭᮏேࡢពᛮࡸពྥ㣗࠸㐪ࡗ࡚㐍
⾜ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊճᩍࡸே࡞ࣃ࣮ࢯࢼࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᨭࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿ᪉ࡀ࠶ࡿࡇࠊմྠࡌࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸦ᕷ⏫㸧࡛ࡣ┦ㄯࡋ࡙ࡽ࠸ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡇࠊյ㞳
፧࡞ἲⓗᆅ㸦ẕᅜ࡛ࡢἲⓗᆅࢆྵࡴ㸧ࡀ࡛᫂࠶ࡿ࡞ࠊྖἲᑓ㛛ᐙࡢᨭࡀᚲせ
࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࡇࠊ࡞ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
ᢳฟࡉࢀࡓㄢ㢟
ۑ㏻ヂࡢᚲせࠊ㏻ヂࡢయไ
ۑከゝㄒ࡛ሗᥦ౪ࡍࡿࡇ
ۑከゝㄒ┦ㄯࢆ┴୍࡛ேࡣ㓄⨨ࡍࡿ㸦2011 ᖺࡢ⛣ఫ㐃ሗ࿌᭩࡛እᅜㄒᑐᛂ࡛ዪᛶ┦ㄯ࣭
DV ┦ㄯࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ 21 㒔㐨ᗓ┴ࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ 6 ࠶ࡗࡓ㸧
ۑᐃ㐃⤡ࡢᚲせ ከᵝ࡞࣮ࣝࢺࠊ」ྜⓗ࡞ㄢ㢟 ┦ㄯࡀࡇධࡿࢃࡽ࡞࠸
┦ۑㄯࠊࢽ࣮ࢬࠊయไࠊᑐᛂࡢぢ࠼ࡿ
ۑே㌟㈙ࠊእᅜே㈙ DV ◊ಟ
ۃᖹᡂ 27 ᖺᗘ➨㸰ᅇእᅜዪᛶ DV ⿕ᐖ⪅ᨭࢥ㆟
㸯 ᪥ ᖹᡂ 28 ᖺ 1 ᭶ 6 ᪥ 13  30 ศ㹼16  30 ศ
㸰 ሙ ࣅࢿࢫࢺ㆟ᐊ㸦㟼ᒸᕷ㸧
㸱 ෆᐜ
Ᏺ⛎⩏ົࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆ
ձᅋయ࣭ᑓ㛛ᐙ⮬ᕫ⤂
ղሗ࿌㆟ㄽ
㹂㹔㜵Ṇィ⏬እᅜேዪᛶࡢ┦ㄯᨭ⌧ἣ㸦㟼ᒸ┴ࡇࡶᐙᗞㄢ࣭ᕷᕝᬛつ㸧
እᅜேࡢ DV ⿕ᐖࡢྖἲᨭ≧ἣ㸦㟼ᒸ┴ᘚㆤኈ࣭㧗㈅ுᘚㆤኈ㸧
㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠ࡢ┦ㄯᨭ≧ἣᥦ㸦㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠࣭ຍᒣᏊ㸧
ճయ᳨ウ
㸲 ཧຍ⪅ 30 ྡ
㟼ᒸ┴ࡇࡶᐙᗞㄢࠊከᩥඹ⏕ㄢࠊ
㟼ᒸ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮
㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠ࠊᯇᅜ㝿ὶ༠
ዪᛶ┦ㄯ㛵ࢃࡿẸ㛫ᶵ㛵
㟼ᒸ┴ᘚㆤኈࠊ㟼ᒸ┴ἲࢸࣛࢫࠊ㟼ᒸ┴ྖἲ᭩ኈࠊ
ᩆㆤ㛵ࢃࡿタࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍࠊᏛᩍဨ࣭Ꮫ㝔⏕
㸳 ദ 㟼ᒸᏛேᩥ♫⛉Ꮫ㒊 ⓑ◊✲ᐊ
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ᴫせ ➨㸰ᅇ┠ࡢ㛵ಀᶵ㛵㆟࡛ࡣࠊጞࡵ┴ࡽ⌧ἣࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ┴ෆࡢዪᛶ┦
ㄯဨࡢእᅜே DV ⿕ᐖ⪅ዪᛶ㠃ㄯ┦ㄯ௳ᩘࠊᅜ⡠୍ูಖㆤ௳ᩘࠊእᅜேᑐᛂ࡛ᅔࡗࡓࡇ
ࡀ࠶ࡿዪᛶ┦ㄯဨࡢྜ➼ࠋእᅜேࡢ DV ┦ㄯࡣቑຍഴྥ࠶ࡾࠊಖㆤࡀ㛗ᮇࡍࡿഴ
ྥࡶ࠶ࡿࠋዪᛶ┦ㄯဨࡣᅜࡢ⿵ຓ㔠࡛㠀ᖖ⫋ဨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓከゝㄒᑐᛂ⫋ဨࡢᖖ
ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
┴࡛ࡣ 2012 ᖺᗘࡽከᩥࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ㣴ᡂࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ23 ᕷ⏫࡛㣴
ᡂㅮᗙᐇࠊ140 ேࡀཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋከᩥࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡣ⮬㌟ࡀ㏻ヂ࡞ࡿࡼࡾ
ࡶࠊࡘ࡞ࡂᙺࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᩘ್┠ᶆࡋ࡚ࡣࠊᕷ⏫࡛㸯ே௨ୖࡢከᩥࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣮࣡࢝ࡢ⫱ᡂࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࡓ࠸ࠋ
㆟ㄽ࡛ࡣࠊ┴ࡀከゝㄒᑐᛂࡢ DV ┦ㄯ㟁ヰࢆ㛤タࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠊከᩥࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮࣮࢝ࡣ⿕ᐖ⪅ࡶຍᐖ⪅ࡶྠࡌᒃఫ༊࡛࠶ࡿࡓࡵࠊሗ⟶⌮ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࠊእᅜேࡢ
DV ⌧ἣㄪᰝࡀᐃᮇⓗᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ
➨㸰ሗ࿌ࡋ࡚ࠊ㟼ᒸ┴ᘚㆤኈᡤᒓࡢᯇᕷ࣭㧗㈅ᘚㆤኈࡽࠊྖἲᨭࡀᚲせ࡞
ࡗࡓእᅜே DV ⿕ᐖዪᛶࡢࡳ࠼ࡿㄢ㢟ࡸ┦ㄯᨭయไࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊே✀
ᕪู᧔ᗫ᮲⣙㸦ᖹᡂ 26࣭2014 ᖺ 8 ᭶㸧ඛ❧ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡀసᡂࡋࡓ࣏࣮ࣞࢺࡢ⤂
ࡀ࠶ࡗࡓࠋDV ⿕ᐖ⪅ࡢᅾ␃㈨᱁᭦᪂ࡀࡉࢀࡎࠊධᅜ⟶⌮ᒁࡀ㏥ཤᙉไฎศࡋࡓࢣ࣮ࢫ
࡛ࡣࠊุ࡛தࡗࡓࡀࠊ㸯ࠊ㸰ᑂࡶ DV ゐࢀࡿࡇ࡞ࡃᙉไ㏥ཤ࡞ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ 21࣭2009 ᖺࡢධ⟶ἲᨵṇ࡛᪥ᮏேࡢ㓄അ⪅➼࠸࠺ᅾ␃㈨᱁ࡢዪᛶࡀṇᙜ࡞⌮⏤
࡞ࡃ㓄അ⪅ࡋ࡚ࡢάືࢆ༙ᖺ௨ୖ⾜ࢃ࡞ࡗࡓሙྜࠊ㌿ᒃࡋࡓሙྜࡣࣅࢨྲྀᾘ࡞ࡾࠊ
ே✀ᕪู᧔ᗫጤဨࡽ່࿌ࢆཷࡅࡓࡓࡵࠊࡈࡃ᭱㏆ࠊ㞳፧ࡋࡓᚋᐃఫ㈨᱁ࡀฟࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓࠋ
 እᅜேྠኈࡢ㞳፧ࡣᮏᅜ㸦እᅜ㸧ἲ㐺⏝ࡢࡓࡵࠊྖἲᑓ㛛ᐙ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋᘚ
ㆤኈ࡛ࡣ⌧ᅾࠊ≉እᅜே௳ᑐᛂྍ⬟࡞ᘚㆤኈࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ㉸㐣ᅾࡢሙྜ DV ┦ㄯᨭ⪅㸦⾜ᨻ㸧ࡀ㏻ሗࡍࡿྰࡀヰ㢟࡞ࡗࡓ
㸦ࡘ࡚⛣ఫ㐃ㄪᰝࡢ⮬యㄪᰝ㡯┠࠶ࡾ㸧ࠋ㏻ሗࡋ࡞࠸ᢅ࠸ࡀ࣮ࣝࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᚭᗏࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡇࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏேࡢ㓄അ⪅➼ࡢࣅࢨᮇ㝈ࡀ⤊ࡋࠊ㞳፧ᡭ⥆ࡁ୰ࡢ▷ᮇᅾࣅࢨ࡞ࡿᑵ
ປࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ⏕άࡀᅔ㞴࡞ࡿ㸦ᐃఫᛶࡢᅾ␃㈨᱁࡛࡞࠸ࡓࡵࠊ㓄അ⪅ࣅࢨࡀ⤊
ࡋ࡚ࡽ࡛ࡣࠊ⏕άಖㆤࡶ㞴ࡋ࠸㸧ࠋ
➨㸱ሗ࿌ࡢ㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠ࡽࡣࠊከᩥඹ⏕ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ᴗࠊከᩥඹ⏕
ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝⫱ᡂㅮᗙࠊእᅜே┦ㄯ❆ཱྀࡢタ⨨≧ἣࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ┴ࡽ
ࡢእᅜேᨭࢻࣂࢨ࣮ࡢጤクᴗࡣᖹᡂ 26 ᖺ⤊ࡋࠊࡣ⮬㈈※࡛࠾ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋㄢ㢟ᥦ㉳ࠊᥦࡣୗグࡢ㏻ࡾࠋ
ձ❆ཱྀࡢ⎔ቃᩚഛ እᅜே┦ㄯဨࡣㄒᏛຊࢳ࢙ࢵࢡࡸᑓ㛛▱㆑ࡀ࡞࠸ࡲࡲ⌧ሙࠋ⩻ヂ
ࡸ㏻ヂࡢ㛫ࡀࢀ࡞࠸ࠋᑡᩘゝㄒࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ≉ࣇࣜࣆࣥㄒࠋ
ղᑓ㛛ᐙࠋᑓ㛛┦ㄯᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᩚഛ ᨭࡀ㏵ษࢀࡿࠋゎỴࡋ࡚ࡶᨭᚋ᭩㢮➼ࡢ
ᡭ⥆ࡁࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ճᑓ㛛ேᮦ㸦ࢥ࣮ࢹࢿࢱ࣮㸧ࡢᚲせᛶ ┦ㄯဨࠊ㏻ヂ⪅௨እࡶᑓ㛛ⓗேᮦࡀᚲせࠋ
┦ㄯࡀ῝้ࡋ࡚እᅜே┦ㄯဨࡢ㈇ᢸࡀࡁ࠸ࠋ
մᗈᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᚲせᛶ ┦ㄯ⪅ࡢ㹂㹔㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᬑཬࠊ┦ㄯဨࡢᏳ☜ಖࠋ
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յᣐⅬࡢᚲせᛶ ᮾி㒔࡛ࡣᑓ㛛⫋ဨ㸯ேࡀ㏻ヂ࣎ࣛࣥࢸ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋᇸ⋢
┴࡛ࡣ㟁ヰ࡛ධ⟶ࠊᘚㆤኈࠊ♫ປኈ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋᖖ᪥ᮏேእᅜேࡢሗ᱁ᕪ
ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᥦ㸸ࢥ㆟ࡢᐃᮇ㛤ദࠋᑓ㛛ᅋయࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᚲせᛶࠋ
 ➨㸲ሗ࿌ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿᗈᇦẸ㛫ᅋయࡢ┦ㄯᨭయไࡘ
࠸࡚ⓑࠊዪᛶ㤋ࡢᕝᮧࡉࢇࡽሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢝ࣛ࢝ࢧࣥࠊ࢙࣮࣮࢘ࣛ࣡ࣜࠊࢧ࣮
࣮ࣛࠊHELPࠊࡅࡇࡳዪᛶࢭࣥࢱ࣮࠶࠸ࡕࠋᮾிࡢᅋయࡀタࡋࡓ୍⯡♫ᅋἲே࢙࢘
ࣝࢡࡢྠ⾜ᨭయไࡘ࠸࡚ࠋ
 ࡑࡢࠊయࡢ㆟ㄽࡣࠊDV ࢆ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ண㜵⟇ࠊ⏨ᛶࡢࣉ࣮ࣟࢳࠊᙜ⪅
ᅋయࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊࡲࡔ㢧ᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ DV ࡸඣ❺ᚅࡢྍ⬟ᛶࠊᅜࡸᆅᇦ࣭࢚ࢫࢽ
ࢩࢸࡼࡗ࡚⿕ᐖዪᛶࡀ┦ㄯ࡛ࡁࡿࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࠶ࡿࠊ≧ἣ
ࡀࡁࡃ␗࡞ࡿ࠸࠺ヰࡶ࠶ࡀࡗࡓࠋ
ᚋࡢ᪉ྥࡘ࠸࡚ᥦ
㸯㸬ሗࡢ࿘▱࣭ᥦ౪
㸰㸬㐃⤡㆟
㸱㸬ᑓ㛛ᐙࡢᨭ
㸲㸬㏻ヂࡢά⏝㸸┴ෆᕷ⏫࡛ࢱ࢞ࣟࢢㄒᑐᛂࡣ㸲ᕷࡢࡳࠋ┦ά⏝ࡀ࠸ྍ⬟ࠋ
ண⟬ࡶᚲせࠋ
㸳㸬ࣔࢹࣝᴗ:ྠ⾜ᨭ➼ࢆᆅᇦ㝈ᐃ࡛ࣔࢹࣝᴗࡋ࡚ᐇࡋ࡚ࡳࡿࠋຓᡂ㔠㐠
Ⴀయࡀᚲせࠋ
㸴㸬ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺᶵ⬟
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㸦㸰㸧ᖹᡂ 27 ᖺᗘእᅜேዪᛶᨭ࠾ࡅࡿᑓ㛛◊ಟ
㸯㸬 ᪥   ձ㸦す㒊㸧ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧㸸㹼㸸
 ղ㸦୰࣭ᮾ㒊㸧 ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧   ࠌ
㸰 ሙձ㸦බ㈈㸧ᯇᅜ㝿ὶ༠㆟ᐊ


ᯇᕷ୰༊᪩㤿⏫  ࢡ࢚࣮ࣜࢺᯇ )  

ղᮾ㒊⥲ྜᗇ⯋ู㤋➨  ㆟ᐊ ὠᕷ㧗ᓥᮏ⏫   㝵 
㸱㸬ෆᐜ   ᇶ♏ㅮᗙ

๓༙ࡣศࢀ࡚ࠊᇶ♏▱㆑ࡢㅮ⩏ 

እᅜே┦ㄯဨ࣭㏻ヂ⪅࣭ᢸᙜ⪅ ዪᛶ┦ㄯࡢ᪥ᮏࡢ⌧≧ἲᚊࡘ࠸࡚
ዪᛶ┦ㄯဨ࣭ᢸᙜ⪅ 㟼ᒸ┴እᅜேఫẸࡢ⫼ᬒࡸㄢ㢟ࡘ࠸࡚

ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸦᳨ウ㸧
     እᅜேఫẸࡽࡢ┦ㄯࢆᶍᨃⓗᐇࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ᑐᛂ᪉ἲࢆ᳨
ウࡋࡓࠋ
㸲㸬ཧຍ⪅࣭ྛ┴ᕷ⏫ᅜ㝿ὶ༠ཬࡧࠊྛᕷ⏫┦ㄯဨཬࡧ㏻ヂ⪅ ᢸᙜ⫋ဨ
࣭ྛ┴ᕷ⏫ዪᛶ┦ㄯဨ ᢸᙜ⫋ဨ࣭㟼ᒸ┴ከᩥඹ⏕ㄢ࣭ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ 
ィ  ྡ㸦す㒊  ྡࠊᮾ㒊  ྡ㸧
㸳㸬ദ 㟼ᒸᏛேᩥ♫⛉Ꮫ㒊ⓑ◊✲ᐊ
ඹദ 㸦බ㈈㸧㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠

࠙ෆᐜࡢグ㘓ࠚ
㸯㸬ᣵᣜ࣭ྖ࣭ࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮
 㟼ᒸᏛ࣭ⓑ༓ᬗ㸦 ᭶  ᪥㸧 㟼ᒸ┴❧Ꮫ࣭㧗⏿ᖾ㸦 ᭶  ᪥㸧
㸰㸬ᇶ♏ㅮᗙ 13:30㹼14:40
ዪᛶ┦ㄯဨ➼ᑐ㇟ 㟼ᒸ┴እᅜேఫẸࡢ⫼ᬒࡸㄢ㢟ࡘ࠸࡚
㟼ᒸ┴ᅜ㝿ὶ༠࣭ຍᒣᏊẶ
እᅜே┦ㄯဨ➼ᑐ㇟ ዪᛶ┦ㄯࡢ᪥ᮏࡢ⌧≧ἲᚊࡘ࠸࡚
㟼ᒸ┴ዪᛶ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ ㏆⸨ྐᏊẶ㸦12 ᭶ 4 ᪥㸧
NPO ἲே Safety First 㟼ᒸ ᐑᇛᓥ┿⌮Ặ㸦12 ᭶ 9 ᪥㸧
㸦㸯㸧ዪᛶ┦ㄯဨ➼ᑐ㇟ 㟼ᒸ┴እᅜேఫẸࡢ⫼ᬒࡸㄢ㢟ࡘ࠸࡚
ዪᛶ┦ㄯဨᑐ㇟ࠊ㟼ᒸ┴እᅜேఫẸࡢ⫼ᬒࡸㄢ㢟ࡘ࠸࡚ㅮᗙࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᕷ⏫
ࡼࡿእᅜேࡢᅜ⡠ࡸேཱྀẚ⋡ࡢ㐪࠸࡞ࡢ≉ᚩࢆᴫせࡋ࡚Ꮫࢇࡔ࠶ࠊ㟼ᒸ┴࠾ࡅࡿ
ᅜ㝿ὶ༠ࡢᴗࡸࠊᕷ⏫ࡢእᅜே┦ㄯဨࡢ㓄⨨≧ἣࠊእᅜㄒࡢ┦ㄯయไࡘ࠸࡚Ꮫࢇ
ࡔࠋዪᛶ┦ㄯဨ㐃ᦠࡋࡓእᅜே┦ㄯဨࡢ◊ಟࡣࠊ┴ᅜ㝿ὶ༠ࡢാࡁࡅ࡛ 2013
ᖺᗘࡽᖺ㸯㹼㸰ᅇ㛤ദࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⌧ሙ࡛እᅜே┦ㄯဨࠊዪᛶ┦ㄯဨࡽ⪺ࢀࡿㄢ
㢟ࡣࠊእᅜே┦ㄯဨ࡞ࡼࡿ㏻ヂࡀ㊊ࠊ࠸ࡢᙺࡢ᭕ࡉࠊ⮬యࡼࡿయไࡢࡤ
ࡽࡘࡁࠊእᅜே┦ㄯဨࡀྠࡌࢥ࣑ࣗࢽࢸᒓࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊ࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋእᅜே
┦ㄯᑐᛂࡢ␃ពⅬࡋ࡚ࡣࠊᅾ␃㈨᱁࠸࠺㔜࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦DV
ຍᐖ⪅㸧ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ※Ἠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊ㏻ヂࢆ࠺ᮏே☜ㄆࡍࡿࡇࠊ
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Ꮚࡶ㏻ヂࢆࡉࡏ࡞࠸ࡇࠊእᅜேࡶᨭࢆཷࡅࡽࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇࢆఏ࠼ࡿࠊ⤖፧࣭
㞳፧࡞ἲไᗘࡢ㐪࠸ࡢὀពࠊ࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ
㸦㸰㸧እᅜே┦ㄯဨ➼ᑐ㇟ ዪᛶ┦ㄯࡢ᪥ᮏࡢ⌧≧ἲᚊࡘ࠸࡚
እᅜே┦ㄯဨᑐ㇟ࡣࠊ'9 ἲࠊ୍ಖㆤ࡞ࡢไᗘࡸᡭ⥆ࡁࠊ'9 ⿕ᐖ⪅ࡢᚰ⌮࡞
ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡢᢳฟ 14:40㹼15:00㸦⏝⣬グධ㸧
ᶍᨃ㸦┦ㄯࡢ࣮ࣟࣝࣉࣞ㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸦᳨ウ㸧15:00㹼16:30
ᐇ㝿࠶ࡗࡓࢆࣞࣥࢪࡋ࡚ࠊ┦ㄯ⪅ᙺࠊ㏻ヂࠊ┦ㄯࢆཷࡅࡿዪᛶ┦ㄯဨ㸦ྛࢢࣝ
࣮ࣉࡽ㸯ே㸧๓ฟ࡚ࠊ┦ㄯሙ㠃ࢆᶍᨃⓗయ㦂ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ⪺ࡁྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሗࠊࡍࡿࡁሗᥦ౪ࠊ┦ㄯ࣭㠃᥋࡛Ẽࢆࡅࡿ
ࡇࢁࢆ୍ே୍ேࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛ྛ⮬ࡢどⅬࡸẼ࡙
ࡁࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋ࠶࠸ࠊ㐪࠺どⅬࢆᏛࢇࡔࡾࠊ⪺ࡃࡁ࣏ࣥࢺࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ᳨ウ㡯ࢆࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈⓎ⾲ࡋ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡽฟ࡚ࡁࡓ࣏ࣥࢺࢆ
ဨ࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋ
 ᶍᨃ࡛ࡣࠊ㌟యⓗᭀຊࡢ⤒㦂ࡣ࠶ࡿࡀࠊ┦ㄯࡣ⏕ࡢ༴ᶵࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀࠊᏊ
ࡶࢆ㐃ࢀ࡚ෆኵ㸦እᅜ⡠㸧ูࢀࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿዪᛶ㸦ูࡢእᅜ⡠㸧ࡢ┦ㄯሙ㠃ࠊእ
ᅜ⡠ྠኈࡢኵ፬ࡢ⤒῭ⓗ DV 㛵ࡍࡿ┦ㄯሙ㠃ࠊ㓄അ⪅ࣅࢨࡢዪᛶࡢ⤒῭ⓗ DV 㛵ࡍࡿ
┦ㄯሙ㠃ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊලయⓗࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ពぢࠊయ㦂ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭⪺ࡁྲྀࡾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡀࠊࡲࡔࡲࡔࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠋ㸦࠼ࡤ㢗ࢀࡿேࡀ࠸
ࡿࡢࠊ⮬㌟ࡢ㈨ຊࡣࡢࡃࡽ࠸࠶ࡿࡢࠊᏊࡶࡢゝㄒࡣఱࠊ࡞㸧 ࡓࡃࡉࢇ⪺
ࡁྲྀࡽ࡞࠸ࠊఏ࠼ࡿࡁሗࡀࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊ⪺ࡁྲྀࡾࡀ࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸ࠋ
࣭┦ㄯ⪅ࡢពᛮࢆ⪺ࡁࡔࡍࡇࢁࠊᮏேࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿ㈨※ࡢ☜ㄆࡲ࡛࡞࡞ࡓࡾ╔
ࡅ࡞࠸ࡀࠊពᛮࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡚ࡶ㔜せࠋ
࣭┦ㄯ⪅ࡣࠊලయⓗࡍࡄࡋ࡚ࡋ࠸ᨭࡸሗࡀ࠶ࡿࠊ⪺ࡁྲྀࡾࢆࡶࡋࡃᛮ
࠺ࠋ≉㏻ヂࢆࡋ࡚ࡔ㛫ࡀࡿࠋ୰ࡣࠊࡌࢀࡗࡓࡃ࡚⭡ࢆ❧࡚ࡿ┦ㄯ⪅ࡶ࠸
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࣭┦ㄯࠊࢽ࣮ࢬࡘ࠸࡚ࡶࠊᩥⓗ⫼ᬒࡼࡿᕪࡀ࠶ࡿࠋዪᛶ┦ㄯဨࡸእᅜே┦ㄯဨࡣ
ᩥⓗ⫼ᬒࡼࡿᕪࢆ⪃៖ධࢀࡿࡇࡀᚲせࠋ
୍࣭ၥ୍⟅ᘧ㏻ヂࢆࡍࡿࡢࡀࡼ࠸ࠋࡲࡵ࡚㏻ヂࡍࡿࡼࡃ࡞࠸㸦㏻ヂ⪅┦ㄯ⪅
ࡀヰࡋ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺࡞㸧ࠋ
࡞ࡢᥦࡀ࠶ࡗࡓࠋ
᭱ᚋࠊ㏻ヂࠊ┦ㄯ⪅ᙺࠊᮏ᪥ࡢㅮᖌࡽࡾ㏉ࡾࡸຓゝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
┦ㄯ⪅ᙺࠊ㏻ヂࡢእᅜேࡢ᪉ࡽࡣࠊ
࣭ࡍࡄຓࡅ࡚ࡋ࠸ࡢࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ㉁ၥࡉࢀ࡚ࠊ┦ㄯࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡼ࠺ឤࡌ࡚ࡶ
ࡋ࠸ࠋ
࣭㏻ヂ⪅ࡋ࡚ࡣࠊ┦ㄯ⪅ㄝ᫂ࡋࡓࡾࠊ㉁ၥࡋࡓࡃ࡞ࡿࡀࠊ㏻ヂᚭࡋࡓ࠺ࡀ࠸࠸
ࡇࡀࢃࡗࡓࠋᏊࡶࡀ㏻ヂ࡞ࡿࠊࡇ࠺ࡣ࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
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࡞ࡢពぢࡀฟࡓࠋ
 እᅜே┦ㄯഃࡢㅮᖌࡽࡣࠊ⮬యࡸ┦ㄯࢆཷࡅࡿᶵ㛵ࡼࡗ࡚ࠊእᅜே┦ㄯဨࡸ㏻ヂࠊ
እᅜேࡢ⫋ဨࡀࠊ㏻ヂᚭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࠊ⮬ࡽ┦ㄯᑐᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ
ᵝࠎࡔࡀࠊࡢ⫋ဨࡸዪᛶ┦ㄯဨᙺࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏻ヂࡢ᪉ࡶ๓☜ㄆࡋ࡞ࡀ
ࡽ┦ㄯᑐᛂࡍࡿࡼ࠸࠸࠺ຓゝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┦ㄯဨࡸ⫋ဨࠊᢸᙜㄢࡀឤࡸ㛫ࠊ
ປຊࢆὀࡂ㎸ࢇ࡛ᑐᛂࡋ࡚ࡶࠊᩥࡢ㐪࠸ࡽṧᛕᛮ࠺⤖ᯝ⤊ࢃࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊ┦
ㄯࢆཷࡅࡿഃྠኈࡢഴ⫈ࡸࢫࢺࣞࢫ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ヰࡶ࠶ࡗࡓࠋዪᛶ┦ㄯഃࡢㅮ
ᖌࡽࡣࠊ⪺ࡁྲྀࡾࢆ༑ศࡋࠊពᛮࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊሗᥦ౪ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⪺ࡁ
ྲྀࡾࡸពᛮ☜ㄆࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ྠࡌᕷ༊⏫ෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊูࡢ⤌⧊ࠊูࡢ㒊⨫࠸ࡿ㢦ࢆྜࢃࡏࡿᶵࡀ࡞࡞࡞
࠸ࡀࠊᮏ◊ಟ࡛ࡶࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊၥ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊ┦ㄯࢆཷࡅ
ࡿഃࡢ┦⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ

እᅜேᙺࠊ㏻ヂᙺࠊ┦ㄯဨヂࡢᶍᨃ   ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᵝᏊ
 ฟḞ⚊ࡸࣥࢣ࣮ࢺグ㍕ࡉࢀࡓࡣࠊಶேಖㆤ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ◊ಟࡢ୰᳨࡛ウࡋࡓࠋ
ࡢ㦵Ꮚࡸㄢ㢟࣭ᥦゝࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸳❶࡛ࡲࡵࡓ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ཷㅮ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊဨࡀࠕຮᙉ࡞ࡗࡓࠖ⟅࠼ࠊ
࣭ࢃࡾࡸࡍ࠸ㅮ⩏ࡔࡗࡓࠋ
࣭ᇶᮏⓗ࡞ෆᐜࡽእᅜேዪᛶ≉᭷ࡢၥ㢟ࡲ࡛ྵࡲࢀ࡚࠸࡚ࡼࡗࡓࠋ
࣭ᇶ࡙࠸ࡓእᅜே┦ㄯࡢᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝ➼ࢆ࠸ࡓࡔࡅࡓࡽ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋ
࡞ࡢឤࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
 እᅜே┦ㄯဨዪᛶ┦ㄯဨࡀྠࡌࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࢆ᳨ウࡍࡿࡢࡣࠊᵝࠎ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡀ
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11．提言
１．多言語での情報提供の必要
自治体のサイトでは、一部の情報は多言語になっているものの、生活、法律、子育てなど
の住民向け情報の多言語化が十分でなく、また対応できる言語は限られている。在留者数が
多いにも関わらず、彼（女）らの母語での情報提供がなされていない場合もある。
ＤＶ相談について多言語で広く周知することが必要である。紙媒体のほか、ウェブサイト
など周知することも効果的である。
２．多言語での相談体制の必要
自治体のＤＶ相談で、外国人ＤＶ被害者の母語で相談できる体制を整備することが必要
である。
特に身近な相談となる電話相談について、県・市町 DV 相談において、外国人が母語で相
談できるところがなく、ニーズから見ても他県からみても不十分である。県に１本でよいの
で、外国語で DV 相談ができる電話相談があることが望ましい。そのためには、在住外国人
の法制度的位置だけでなく、DV に関する知識を有した相談対応者と研修が必要である。
電話相談だけでなく、対面的な相談においても、相談者と支援者の情報・意思疎通に齟齬
がなく、また安心して相談できるように、日本語ができるように見受けられる相談者であっ
てもできるだけ通訳を同席させることが望ましい。通訳にも DV に関する知識・研修および
情報管理の徹底と守秘義務体制が必要である。
すべての自治体が希少言語についても通訳者を確保することは困難なので、県のコーデ
ィネートにより、通訳者のリストを作成して相互に利用できるようにすること、予算を確保
することなど、運用体制を整えることが望ましい。通訳者の確保が難しい自治体では、自治
体窓口でスカイプを利用して遠隔地にいる通訳者と相談者とで話してもらう等、通訳者の
負担軽減策の検討も必要である。
通訳者、外国人相談員に対するＤＶ研修、女性（婦人）相談員に対する外国人研修の実施、
それらを合同でおこなって関係を構築するなど、相互に乗り入れた研修体制の定例化も提
案する。外国人 DV 被害者対応マニュアルを作成し、基礎的な情報について相談対応・支援
者が共有することが必要である。
３．同行・訪問支援
相談支援の継続性は、被害者との信頼関係を築くとともに、被害者の状況を把握するのに
有用である。窓口対応、電話対応のみの体制では、相談対応・支援者が輪切りになってしま
うから、相談対応・支援者が必要に応じて職場を離れて、訪問したり同行できることが望ま
しい。DV 被害者の保護については、県、基礎自治体それぞれの所管があるが、被害者にと
ってできるだけワンストップで対応できることが必要だ。
通訳者、相談員の連携がより必要となるため、コーディネートを担う部署・人材が必要で
ある。このノウハウについて、他の自治体に研修に出向くことも有用だろう。
４．外国人 DV 被害者を想定したネットワークの必要
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DV ネットワークの創設が推進されているが、外国人 DV 被害者が想定されていないため
に、DV ネットワークに入っていない。また自治体レベルの官民の定例意見・情報交換会を
開設し、外国人の相談に関わる機関も加わることが望ましい。司法専門家、子どもや教育に
関する機関、コミュニティなどを交えた定例的な関係機関会議も継続が望ましい。
５．一時保護、自立支援体制の強化
一時保護、母子生活支援施設や婦人保護施設などの施設利用においても、多言語で、外国
人特有の情報（在留ビザの手続き、離婚について、社会保障など）が提供されることが必要
だ。
女性であること、外国人であることの複合的な困難があり、就労や居住が難しく、自立に
は特に支援が必要である。心の支援、居住や就労の支援、子どもの転校などに伴う教育支援
など、有機的な支援体制を求めたい。
（白井千晶 静岡大学／高畑幸 静岡県立大学）
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終わりに
2014 年 2 月に「外国人女性支援研修会」を実施してから、定例の連絡会議を開催するよ
うになり、現状把握の必要性から、助成金の交付を受けて、各所にヒアリング調査、アンケ
ート調査を実施してきた。
当初は、女性のＤＶ被害と外国にルーツをもつ人の支援というふたつの知識を持つ現場
の支援者、支援の見立てと計画を作成できるコーディネーターを養成し、次年度以降も継続
できるようプログラムを構築することが目的の一つに掲げていた。研修プログラムについ
ては、静岡県女性相談センター、静岡県国際交流協会、研究教育者が協働で、外国人相談員
や外国人アドバイザー、女性（婦人）相談員合同で研修を実施し、プログラム構築の模索が
できたと考えられる。研修の過程で、多言語相談票の作成、ワークブックの作成など、アイ
ディアもあがってきた。一方で、同行支援を想定したコーディネーターの養成は延期せざる
を得なかった。モデル事業として同行支援が県下の一部で実施される予定がなければ、具体
的な地域、組織、担当者を念頭に置くことが難しかったからである。
他の都道府県をみても、同行支援は、DV 被害者支援の要になるのではないかと研究代表
者は考えている。それは電話相談から、対面的な窓口対応へ、そして同行支援へと移行する
ことにより、より継続的、伴走的、ケース対応的、支援的で、できるだけワンストップで複
合的な課題に対応できる相談支援体制ができるからである。また、同行支援を実施しようと
すると、相談機関、支援機関の連携、情報共有、分担の体制が必然的に作られることになる。
加害者からの追跡や暴力などの危険があり、言語や法的地位などの課題を抱えている外国
人 DV 被害女性に対しては、被害者が自ら模索しながら窓口を回るのではなく、言語や文
化、法制度、各種情報を翻訳できる同行者が継続的に支援できることが望ましいだろう。
しかし、一足飛びに外国人女性に特化して同行支援事業をおこなうのではなく（日本人女
性にも同行支援は事業化していない）
、まずは①外国人 DV 被害女性の相談対応に関する研
修、②多言語案内の作成、③通訳など現在の社会的資源の活用をテーマにした関係機関会議
の開催、をおこない、その過程で、同行支援についても、検討できるのが望ましいと考える
に至った。今年度、①②③すべてに取り組むことができたのは、共同研究者、連携機関をは
じめ、多くの方々の協力、関心のおかげであり、深く感謝申し上げる。
この種を大切に育て、少しでも当事者が幸せになること、またこれを端緒に外国人を問わ
ず DV 被害者相談支援がよりよい方向に向かうことを願っている。
2016 年 2 月
静岡大学 白井千晶
本報告書は「ふじのくに地域・大学コンソーシアム学術研究助成を受けて作成した。
本報告書執筆者は、各章節の末尾に記した。
白井千晶（静岡大学）／高畑幸（静岡県立大学）／太田貫（静岡県立大学大学院）／出野由
利香（静岡県立大学大学院）ほか研究協力者
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