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はじめに 

国の「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」（2001 年施

行、以下「ＤＶ防止法」）と同法に関する基本的な方針、その後の改正の内容を

受けて、さいたま市では 2011 年に第１次、2016 年に第２次「さいたま市配偶者

等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画」を策定しました。こ

の間、この計画を進めるためにさまざまな取り組みが進められてきました。こ

うした取り組みの成果として配偶者からの暴力が可視化されてきたという側面

もありますが、さいたま市の相談件数は年々増加傾向にあります。暴力の根絶

にはまだ多くの課題があるということです。 

 本協議会では、第３次計画を策定するに当たり、さいたま市での暴力防止に

対する取り組みがさらに実質的なものになるよう議論を重ねてきました。そこ

で私たちが確認してきたＤＶ防止において重要だと思われる課題について整理

しておきたいと思います。 

 一つは、配偶者間の暴力（以下、「ＤＶ」）防止のためには、あらゆる暴力を

視野に入れる必要があるということです。それは、女性被害者への支援をおろ

そかにするということではありません。さいたま市の実態においても圧倒的に

女性の被害者が多く、日本における女性を取り巻く状況を考えれば、女性被害

者への支援をどのように充実させていくかということは極めて重要な課題です。

しかし、ＤＶ被害者には男性も少なからず存在します。さらに、夫婦間のみな

らず若者のカップル、同性カップル間での暴力、高齢者が巻き込まれる暴力、

子どもの前での親のＤＶを含む子どもへの暴力・虐待、あるいは職場でのハラ

スメントや暴力、外国人差別など、さまざまな暴力が複合的に存在します。こ

うしたあらゆる暴力を許さない環境づくりこそが、ＤＶ防止につながるはずで

す。 

 二つ目に、加害者の問題に取り組む重要性です。繰り返しになりますが、被

害者の安全の確保や支援は最も優先されなければなりません。しかし、暴力の

加害者が存在するかぎり、被害者もうまれ続けます。加害者は、暴力的な方法

を使うこと、暴力的な人間関係を育ちの中で身につけてきたのであり、暴力の

「学び落とし」が必要なのです。この点において国の施策は十分ではありませ

んが、ＮＰＯ等による「加害者更正プログラム」はすすめられつつあり、加害

者自身もそうした支援を必要としています。さいたま市が、全国に先駆けてこ

うした取り組みとつながることができれば、ＤＶ防止はさらに実質的なものに

なるはずです。 

 三つ目に、最も重要なことは暴力について、そして暴力的でない関係をつく

るための教育の充実です。さいたま市では、すでに市内の学校と連携し、デー

トＤＶ防止のための教育に取り組んでいますが、さらにその充実が望まれます。

ＤＶの防止が、国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための 2030 

アジェンダ」と、そこに掲げられている「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を



 

 

達成する取り組みに位置づくことは、本答申においても指摘しました。ＳＤＧ

ｓの中で「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」は目標４に位置づけられて

いますが、ＥＳＤは持続可能な社会の担い手づくりを通じて、他のすべての目

標の達成に貢献しうるものと理解されています。つまり、教育は暴力のない社

会の実現を達成するための基盤なのです。 

本答申では、基本計画の体系として５つの基本目標と18の施策の方向を提言

しています。この中に、前述の課題の内容を反映させる努力をしてきました。

本答申の目標実現のためにはさまざまな取り組みが必要になりますが、さいた

ま市が暴力のない、すべての人が安全に、安心して暮らせるまちづくりを目指

すためには必要な課題です。本協議会は、次期「さいたま市配偶者等からの暴

力の防止及び被害者の支援に関する基本計画」の策定にあたり、関係機関等と

の連携協力の下で、配偶者等からの暴力のみならずあらゆる暴力の根絶に向け

て、これまで以上に積極的な取り組みが推進されることを期待します。 
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Ⅰ 答申にあたって 

  
１ 諮問の経緯 

さいたま市は、平成 15 年３月に制定した「さいたま市男女共同参画のまち

づくり条例」に基づき、平成 16 年３月に「さいたま市男女共同参画のまちづ

くりプラン」を策定し、「女性に対する暴力の根絶」を重点施策として、性の

尊重や暴力根絶に関する啓発、被害者への相談体制の整備・充実及び関係機関

等とのネットワークの確立等に取り組んでいます。 

また、これらの取組をより充実させるため、平成 28 年３月には、「第２次さ

いたま市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画」を策

定しています。 

この度、同計画の計画期間が令和３年３月に満了することに伴い、さいたま

市長から当協議会に対して諮問があり、「第３次基本計画はいかにあるべきか」

について審議を進めてきました。 

なお、平成 31 年３月に策定した「第４次さいたま市男女共同参画のまちづ

くりプラン」では、目標に「女性に対する暴力のないまちづくり」を掲げて、

配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援を進めています。 

 

 ２ 答申の背景 

（１）配偶者等からの暴力の特徴 

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス。以下「ＤＶ」とい

う。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。ＤＶは、家庭内で行

われることが多いため発見が困難であり、潜在化しやすく、被害が深刻化し

やすい特性があります。また、ＤＶ加害者に罪の意識が薄く、暴力を振るっ

ている認識がないといった傾向が見られます。 

ＤＶは、対等な関係の中で行われる行為ではなく、暴力により相手を支配

する関係の構造が成立しています。加害者は社会的な影響力、経済力、体力

など被害者よりも優位な状況を利用し、身体的な暴力だけではなく、暴言等

や経済的な暴力を繰り返し、恐怖とあきらめ等を与えることで、被害者の正

常な判断や行動を奪っています。 

暴力的環境の中で生きていると、被害者は自信を失い、無力感から感受性

を麻痺させることで適応しようとし、加害者が望むことを最優先して行動す

るようになってしまいます。その結果、加害者が子どもに暴力を振るってい

ても制止することができず、被害者が子どもへの暴力に加担してしまうこと

さえあります。子どもが暴力に巻き込まれて身体的な外傷を受けることや親

の暴力を目撃し著しい心理的外傷を受けたりすることは、児童虐待の防止等

に関する法律において、児童虐待であると定義されています。児童虐待と密

接な関連があるとされるＤＶ被害者の適切な保護が行われるよう、より一層

の関係機関等との連携が求められます。 
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なお、男女の社会的地位や経済力の格差、固定的な性別役割分担意識や女

性軽視など、今日に至るまでの社会的・構造的問題により、ＤＶの被害者の

多くは女性となっています。男女共同参画社会の実現に向けて個人の人権を

尊重し、引き続き暴力の根絶に重点的に取り組む必要があります。 

 

（２）国際社会の動向 

ＤＶを含む女性に対する暴力に関する国際的な取組みは、国連を中心とし

て女性の人権擁護や男女平等の取組の中で取り上げられてきました。 

平成 22 年には、国連で国連女性機関（UN Women）が発足し、「女性・女児

に対する差別の撤廃」、「女性のエンパワーメント」、「ジェンダー平等の達成」

を達成の目標として取り組みを行っています。 

また、平成 27 年には、国連サミットにおいて「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」が採択され、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げら

れました。ＳＤＧｓは、「17 の目標」と「169 のターゲット（具体目標）」か

ら構成されており、中でも目標５「ジェンダーの平等を達成し、すべての女

性と女児のエンパワーメントを図る」において、女性に対する差別、暴力、

有害な慣行に終止符を打ち、介護や家事などの無償労働を認識・評価し、意

思決定における参加とリーダーシップの機会を確保し、性と生殖に関する健

康および権利への普遍的アクセスを保証するためのさまざまなターゲットを

掲げています。 

    

（３）国の取組み（ＤＶ防止法の制定と改正） 

国は、ＤＶ防止及び被害者の保護を図ることを目的として、平成 13 年４月

に「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、「Ｄ

Ｖ防止法」という。）を制定し、ＤＶを防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図ることを、国及び地方公共団体の責

務としました。 

以降、ＤＶ防止法の改正により、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等のための施策に関する基本的な方針」（以下、「基本方針」という。）

が策定され、市町村においては「基本計画の策定」及び「適切な施設で配偶

者暴力相談支援センターの機能を果たすようにする」ことを努力義務とされ

ました。 

また、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共

同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力及び

その被害者についても支援の対象とするなど、その充実を図ってきました。 

令和２年の法改正では、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者

の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるＤＶの

被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関とし

て児童相談所が追加され、法文上にも明確化されます。 
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（４）埼玉県の取組み 

国の基本方針では、都道府県の基本的な役割は、ＤＶ被害者の支援における

中核として、一時保護等の実施、市町村への支援、職務関係者の研修等、広域

的な施策を推進することとなっています。 

埼玉県では、平成 13 年のＤＶ防止法の施行後、平成 14 年に婦人相談センタ

ーを設置、平成 24 年に埼玉県男女共同参画推進センターを配偶者暴力相談支

援センターと位置づけ、ＤＶ相談、一時保護をはじめ、被害者に対して専門的

な機能を活用した支援や、福祉、保健、医療、警察、司法など各分野との広域

的な連携による支援が実施されています。 

また、平成 29 年３月には、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本

計画（第４次）」を策定し、これまでの取組を一層進めるとともに、市町村の

取組に対する支援を充実し、積極的にＤＶ対策に取り組んでいます。 

 

（５）さいたま市の取組み 

平成 19 年のＤＶ防止法の改正において、「基本計画の策定」及び「適切な施

設で配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすようにすること」が市町村の

努力義務とされました。 

また、基本方針では、「地域の実情に合わせ、啓発等による配偶者からの暴

力の防止」から「被害者の支援」まで、幅広い施策がその内容となり、被害者

に最も身近な行政主体としての役割が市町村に求められました。具体的には、

相談窓口を設け、被害者に対し、その支援に関する基本的な情報を提供するこ

と、一時的な避難場所を確保する等により、緊急時における安全の確保を行う

こと、及び一時保護等の後、被害者が地域で生活していく際に、関係機関等と

の連絡調整を行い、自立に向けた継続的な支援を行うこと等となっています。 

さいたま市においては、平成 21 年３月に策定した「第２次さいたま市男女

共同参画のまちづくりプラン」において、「女性に対するあらゆる暴力の根絶

と被害者の自立支援」を重点事項に掲げ、平成 23 年３月に「さいたま市ＤＶ

防止基本計画」を策定し、ＤＶ防止と被害者への支援に取り組んでいます。 

また、身近な行政主体でＤＶ被害者の支援をするため、平成 26 年 10 月に「配

偶者暴力相談支援センター」が設置されました。 

現在、平成 31 年３月に策定した「第４次さいたま市男女共同参画のまちづ

くりプラン」の目標Ⅶ「女性に対する暴力のないまちづくり」に基づき、ＤＶ

の防止から被害者の保護、自立支援に至るまで切れ目のない支援に取組んでい

ます。 
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Ⅱ さいたま市における配偶者等からの暴力の現状と課題 

 

１ さいたま市民の配偶者等からの暴力に対する認識 

「さいたま市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29 年１月、以下「市

民意識調査」という。）によると、配偶者などに対して行われた行為で暴力として

認識される行為は、「体を傷つける可能性のある物でなぐる」、「刃物などを突きつ

けて、おどす」の身体的暴力を「どんな場合でも暴力にあたると思う」と考える人

が多く、他の項目よりも暴力であると認識される割合が特に高く、9割以上を占め

ています。 

その一方で、「何を言っても長期間無視し続ける」、「交友関係や電話、メール、

郵便物を細かく監視する」といった行為を「暴力に当たるとは思わない」と考える

人は、約１割と他の項目に比べて高くなっています（図表１）。 

 

図表１ 暴力として認識される行為

 

資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 
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図表２ 暴力の内訳 

身体的暴力

精神的暴力

性的暴力

経済的暴力

平手で打つ、足でける
体を傷つける可能性のあるものでなぐる
なぐるふりをして、おどす
刃物などを突きつけて、おどす

大声でどなる
何を言っても長時間無視し続ける
交友関係や電話、メール、郵便物を細かく監視する

嫌がっているのに性的な行為を強要する
見たくないのに、ポルノビデオや雑誌を見せる

「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと非難する
必要な生活費を渡さないなど、経済的に弱い立場に立たせる

 
 

図表３ 暴力として認識される行為（時系列） 

    資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 

 

【課題】 

暴力は個人の尊厳を傷つけ、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、暴

力を深刻化させないためにも、市民一人ひとりが暴力（身体的・精神的・性的・経

済的暴力）についての認識をさらに高めることが必要です。特に、「交友関係や電

話、メール、郵便物を細かく監視する」や、「何を言っても長時間無視する」、「大

声でどなる」などの精神的暴力について、「どんな場合でも暴力にあたる」と考え

る人の割合が低く、また「暴力に当たるとは思わない」と考える人も依然として多
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H 28
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H 18

H 2 8

精神的 H23

H 1 8
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性的 H 23

H 1 8

H 2 8
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H 1 8

どんな場合でも暴力にあたると思う 暴力にあたる場合も、そうでない場合もあると思う

暴力あたるとは思わない 無回答
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いことから、ＤＶについての意識啓発や情報提供をさらに充実させて、誰もがＤＶ

に関する正しい知識が持てるように努めていくことが必要です。 

ＤＶの未然防止については、あらゆる機会を通じて、暴力は絶対に許されないと

いう意識をもち、子どものころからお互いの人権を尊重し、対等な人間関係を築く

ことの大切さについての教育に取り組む必要があります。 

また、ＤＶの再発防止においては、加害者更生プログラムの検討も必要です。 

 

２ さいたま市における配偶者等からの暴力被害の実態 

市民意識調査の結果によると、配偶者等からの被害経験については、「なぐられ

たり、けられたり、物をなげつけられたり、突き飛ばされたりするなどの身体に対

する暴行を受けた」（女性：16.6％、男性：11.0％）、「自分や家族に危害が加えら

れるのではないかと恐怖を感じた」（女性：10.7％、男性：4.1％）、「いやがってい

るのに性的な行為を強要された」（女性：10.8％、男性：1.3％）、「必要な生活費を

渡さないなど、経済的に弱い立場に立たせる」（女性：7.2％、男性：2.1％）とい

う結果が出ており、いずれの被害経験についても、「あった」という回答は女性が

男性を 5ポイント以上上回っています（図表４）。 

また、配偶者等からの被害経験中に感じた命の危険について、「感じたことがあ

る」と回答した人は過去の市民意識調査の結果と比較して増加傾向にあり、特に男

性は平成 18 年度の２倍以上に急増しています（図表５）。 
 
  

 
             資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 

 

 

 

 

 

図表４ 配偶者等からの被害経験 
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                資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 

 

【課題】 

ＤＶ被害者の多くが女性である背景には、男女の社会的地位や経済力の格差、固

定的な性別役割分担意識や女性軽視など、男女が置かれてきた社会における構造的

な問題があります。 

一方で、男性の被害者も１割以上いる状況にあります。男性は、「男は弱音を吐

くべきでない」、「男は家庭の経済的役割を担うべき」、「男は人に相談するべきでは

ない」など固定的な性別役割分担意識から相談できていない状況にあり、「男性も

相談してもよい」とする意識を持てるよう啓発することが必要です。 

男女がお互いを認め合い、お互いを尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女

共同参画社会の実現を目指した施策の推進が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

図表５ 配偶者等からの被害経験中に感じた命の危険 
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３ 相談状況 

 さいたま市では、男女共同参画相談室と浦和・中央・岩槻区役所の４ヶ所で婦人

相談員による女性の悩み電話相談を実施している他、平成 26 年 10 月に開設した配

偶者暴力相談支援センターにおいて、女性のＤＶ被害に関する電話相談を実施して

います。 

 相談件数は、年々増加傾向にあります。相談の内容として最も多いのは「ＤＶ」

についてで、過去５年間の相談件数はほぼ横ばいとなっています（図表６）。市民

意識調査の結果によると、暴力についての相談経験を「相談しなかった」と回答し

た人の割合が半数以上を占めており、潜在的な被害者が未だに数多くいると考えら

れます（図表７）。 

特に男性の被害経験者は、その８割以上が相談しておらず、男性の悩み電話相談

窓口の更なる周知や、配偶者暴力相談支援センターにおいて男性のＤＶ被害者への

対応のあり方について検討する必要があります（図表７）。 

なお、相談しなかった理由では、被害経験者のうち約５人に１人が「自分に悪い

ところがあると思ったから」、「自分さえ我慢すれば何とかやっていけると思ったか

ら」、「恥ずかしくて誰（どこ）にも言えなかったから」などと回答しています（図

表６）。 

また、平成 23 年度に実施した市民意識調査の結果に比べ、「誰（どこ）に相談し

たらよいかわからなかった」という回答の割合が増加しており、被害を潜在化させ

ないためにも更なる相談窓口の周知や、相談をしやすい環境づくりが必要です（図

表８）。 

 

図表６ 女性相談件数の推移    

888
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DV 離婚 その他の相談

(件)
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0

 
                資料：さいたま市人権政策・男女共同参画課 
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図表７ 暴力についての相談経験 

 

資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 

注）配偶者等からの暴力（身体的・精神的・性的・経済的）の被害経験について、１つでも「何度もあった」または「１、
２度あった」と回答した方に、その暴力についての相談経験を伺いました（全体 362 人／男性 92人・女性 254人）。 
注）性別など調査対象者の基本属性に「無回答」があるため、全体の数値と男女別の数値は一致しません。 

 

図表８ 相談しなかった理由

 

資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 

注）配偶者等からの暴力（身体的・精神的・性的・経済的）の相談経験について、「相談できなかった」、「相談しよう
とは思わなかった」と回答した方に、その理由を伺いました（平成28年度：全体 207 人／男性 71人・女性 126 人、平
成 23年度：全体 220人／男性 71人・女性 125 人）。 

注）性別など調査対象者の基本属性に「無回答」があるため、全体の数値と男女別の数値は一致しません。 
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【課題】 

男女共同参画相談室が実施する女性の悩み相談窓口や配偶者暴力相談支援セン

ターが実施する女性のＤＶ相談など公的な相談機関があるにも関わらず、相談しな

かった人の割合が半数を超えています（図表７）。 

ＤＶ被害の解決のためには、公的機関への相談が必要であるという認識や、相談

先として公的機関があることの認知度を高める必要があります。 

また、ＤＶは重大な人権侵害であり、ひとりで悩むことなく気軽に安心して相談

機関を利用してよいという認識を持ってもらえるよう、一層の相談機関の充実や、

民間団体等の協力による更なる周知活動が必要です。 

 

ＤＶ防止法では、ＤＶから逃れるために被害者とその同伴家族に避難が必要な場

合、各都道府県に設置されている婦人相談所において一時保護を行うことが規定さ

れています。また、緊急時には配偶者暴力相談支援センターにおいて安全の確保を

実施することとなっています。 

さいたま市において、緊急一時保護または一時保護が必要となった件数は平成

24 年度以降減少傾向にあります（図表９）。 

 
図表９ さいたま市における緊急一時保護及び一時保護件数 

資料：さいたま市人権政策・男女共同参画課 
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被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、接近禁止命令や退去命令を出す

保護命令制度があります。さいたま地方裁判所管内での保護命令発令件数は、平成

26 年以降減少傾向にあります（図表 10）。 

 

図表 10 県内における保護命令発令件数 

資料：さいたま地方裁判所 

 

【課題】 

被害者の安全の確保と負担軽減のため、相談から一時保護に至るまでの対応をス

ムーズに行う必要があります。また、ＤＶ被害者が適切な選択ができるよう、ＤＶ

被害者の事情に応じた適切な情報提供を行う必要があります。 

また、被害者がＤＶから逃れた後は、新たな自立した生活の構築が求められます。 

被害者の支援に当たっては、精神的支援のみならず経済的支援も重要であることか 

ら、関係機関等の連携による充実した支援策が必要となります。 

 

４ 若年層における交際相手からの暴力 

内閣府の「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 30 年３月）によると、

交際していた当時、交際相手から「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」、

「性的強要」のいずれかの被害を受けたことがあった女性は 21.4％、男性は 11.5％

となっています。また、被害者を女性に限ると、10 歳代～20 歳代に被害にあった

割合が、「身体的暴行」で 10.4％、「心理的攻撃」で 12.2％、「経済的圧迫」で 5.6％、

「性的強要」で 9.4％となっています。 

また、さいたま市の「若年層における交際相手からの暴力（デートＤＶ）に関す

る意識・実態調査報告書」（令和２年１月）によると、交際経験のある学生のうち、
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「デートＤＶの被害経験あり」と回答した学生の割合は 16.8％となっており、約

６人に１人は何らかの暴力行為を受けたことがあると回答しています（図表 11）。 

図表 11 デートＤＶの被害経験 
 

 デートＤＶの被害経験の有無（時系列）

今 回 調 査 (1,395人)

平成26年度調査 (1,096人)

平成21年度調査 (1,368人) 32.2 

26.6 

16.8 

デートＤＶ被害経験あり

67.2 

72.9 

82.5 

デートＤＶ被害経験なし

0.7 

0.5 

0.6 

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令 和元年 度調査

平 成2 6年 度調査

平 成 2 1年 度調査

 

 デートＤＶの被害経験の有無（男女別・年代列）

全 体 (1,395人)

男 性 (  514人)

女 性 (  852人)

高 校 生 (  854人)

大 学 生 (  510人) 28.0 

10.2 

17.3 

16.1 

16.8 

デートＤＶ被害経験あり

71.2 

89.2 

82.3 

82.9 

82.5 

デートＤＶ被害経験なし

0.8 

0.6 

0.5 

1.0 

0.6 

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

  資料：さいたま市「若年層における交際相手からの暴力(ﾃﾞｰﾄ DV)に関する意識・実態調査報告書」（令和２年１月） 

注）交際相手がいる（いた）と回答した方に、交際相手からの暴力の被害経験を伺いました（全体 1395 人／女性 852

人・男性 514 人）。 

注）性別など調査対象者の基本属性に「無回答」があるため、全体の数値と男女別・年代別の数値は一致しません。 

 

「デートＤＶ」という言葉と内容の認知度について、言葉を「知っている」と回

答した割合は、64.6％となっています。内容についても「知っている」と回答した

割合は、49.0％となっています。 

 過去の調査結果と比較すると、平成 21 年度以降、「デートＤＶ」という言葉と内

容の認知度は増加傾向にあり、また平成 21 年度と比べ、「デートＤＶ」という言葉

と内容は約 2.5 倍に増加しています。（図表 12） 
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図表 12 デートＤＶの認知度 

 

 デートＤＶの認知度（時系列） 

 「デートＤＶ」という言葉  

今 回 調 査 (2,669人)

平 成 26 年 度 調 査 (2,611人)

平 成 21 年 度 調 査 (2,799人) 24.2 

59.4 

64.6 

知っている

75.3 

39.6 

34.7 

知らない

0.5 

0.9 

0.7 

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令 和元年 度調査

平 成 2 6年 度調査

平 成 2 1年 度調査

 
 「デートＤＶ」という内容  

今 回 調 査 (2,669人)

平 成 26 年 度 調 査 (2,611人)

平 成 21 年 度 調 査 (2,799人) 20.0 

47.9 

49.0 

知っている

79.6 

51.2 

50.1 

知らない

0.5 

1.0 

0.9 

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令 和元年 度調査

平 成 2 6年 度調査

平 成 2 1年 度調査

 
 

デートＤＶの認知度（男女別・年代別） 

「デートＤＶ」という言葉 

全 体 (2,669人)

男 性 (1,075人)

女 性 (1,501人)

高 校 生 (1,781人)

大 学 生 (  791人) 79.6 

58.3 

70.0 

57.9 

64.6 

知っている

20.0 

40.8 

29.8 

40.8 

34.7 

知らない

0.4 

0.8 

0.3 

1.3 

0.7 

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
「デートＤＶ」という内容 

全 体 (2,669人)

男 性 (1,075人)

女 性 (1,501人)

高 校 生 (1,781人)

大 学 生 (  791人) 67.9 

40.7 

52.4 

44.3 

49.0 

知っている

31.5 

58.3 

47.0 

54.3 

50.1 

知らない

0.6 

1.0 

0.5 

1.4 

0.9 

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
資料：さいたま市「若年層における交際相手からの暴力(ﾃﾞｰﾄ DV)に関する意識・実態調査報告書」（令和２年１月） 
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【課題】 

「デートＤＶ」という言葉の認知度は、平成 21 年度以降から増加傾向にありま

すが、内容については半数が「知らない」と回答しています。 

また、大学生のデートＤＶの被害経験について、高校生の割合と比較すると、３

倍程度増加していることから、早い段階でデートＤＶに対する正しい知識を含めた

人間関係の築き方について、庁内関係機関と協力し学習の機会を提供する必要があ

ります。 

 

５ 子どもへの影響 

市民意識調査の結果によると、配偶者等からの被害経験があったと回答（図表４）

した被害者のうち 26.6％が、「子どもは暴力を目撃していた」と回答しています（図

表 13）。また、17.6％について、子どもに対しても暴力行為が「あった」と回答し

ています（図表 14）。 

図表 13 暴力行為について、子どもの目撃の有無 

28.0 

22.5 

26.6 

14.2 

16.3 

14.4 

46.3 

51.3 

48.1 

11.5 

10.0 

10.9 

女性
（218）

男性

（80）

全体
（312）

目撃していたか
目撃していた どうかはわからない 目撃していない 無回答

 
資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 

注）性別など調査対象者の基本属性に「無回答」があるため、全体の数値と男女別・年代別の数値は一致しません。 
 

図表 14 子どもへの暴力行為の有無

18.3 

16.3 

17.6 

6.0 

11.3 

7.4 

64.7 

61.3 

64.1 

11.0 

11.3 

10.9 

女性（218）

男性（80）

全体（312）

わからない

あった ↓ なかった 無回答

                 

     資料：さいたま市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書」（平成 29年１月） 

注）性別など調査対象者の基本属性に「無回答」があるため、全体の数値と男女別・年代別の数値は一致しません。 
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「児童虐待の防止等に関する法律」では、子どもの目の前で行われるＤＶは心理

的虐待であり、児童虐待であると定義されています。更に、ＤＶの環境下にある子

どもは、直接的に虐待を受けることもあり、子どもへの影響は、行動面・情緒面・

発達面から身体面まで多岐に渡ります。 

内閣府の「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成 30 年３月）によると、

配偶者からの被害経験があったと回答した被害者のうち子供がいる人（590 人）に、

子供が 18 歳になるまでの間に配偶者から被害を受けたことがあるかを聞いたとこ

ろ、21.4％が「あった」と回答しています。なお、「子供の被害経験」については、

心理的虐待が 15.1％と最も多く、次いで身体的虐待が 10.8％となっています（図

表 15）。 

 

図表 15 子供の被害経験（複数回答） 

8.3%

60.7%

9.7%

0.0%

1.4%

10.8%

15.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答 ( 49人)

まったくない(358人)

わからない ( 57人)

性的虐待 (  0人)

ネグレクト (  8人)

身体的虐待 ( 64人)

心理的虐待 ( 89人)心理的虐待  ( 89人)

身体的虐待　( 64人)

ネグレクト  (  8人)

性的虐待    (  0人)

わからない  ( 57人)

まったくない(358人)

無 回 答    ( 49人)

総数(n=590人,M.T.=105.9%)

 

資料：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」（平成 30年３月） 
注）図表中の M.T.とは、複数回答の場合に、回答数の合計を回答者数（n）で割った比率のことである。複数回答を

認めているため、その値は通常 100％を超える。 

身体的虐待…例えば、なぐる、ける、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、 
首を絞める、縄などにより一室に拘束する、長時間外に放置するなど 

心理的虐待…例えば、言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力 

をふるう、兄弟姉妹に虐待行為を行うなど 
ネグレクト…例えば、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病    
      気になっても病院に連れて行かになど 

性的虐待……例えば、子供への性行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、児童ポルノの被写体に 
するなど 

 

【課題】 

 児童虐待については、児童相談所への相談・通告件数が年々増加の一途をたどっ

ており、依然として深刻な社会問題となっています。 

児童虐待を未然に防止するため、要保護児童対策地域協議会等を活用するなど関

係機関との連携を促進し、ＤＶ及び児童虐待の早期発見に努めることが必要です。 

また、児童虐待とＤＶの特性や、これらが相互に重複して発生していることを踏
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まえ、個々の事案について、それぞれの立場で考え得る対応を積極的に共有し、適

切に対応することが必要です。 

なお、加害者の元から避難してきた場合においては、子どもとの関わり方や子育

てについての相談、又は子どもと安心して生活できるよう自立支援制度の強化など、

関係機関等が協力し、包括的・継続的な支援を実施する必要があります。 

 

６ 関係機関等との連携 

 さいたま市では、平成 16 年から「さいたま市ドメスティック・バイオレンス防

止対策関係機関連携会議」（以下「ＤＶ防止連携会議」という。）を設置されていま

す。庁内及び庁外関係機関等と密接な連携を図り、予防から自立までのサポート体

制の更なる充実を図る必要があります。  

また、民間緊急一時避難施設を運営する団体に対して補助金を交付し、その事業

を支援していくことが重要です。 

 

【課題】 

ＤＶの解決に向けては、その防止から被害者の自立まで切れ目のない支援を必要

とし、多方面にわたる関係機関等との連携・協力体制が必要不可欠であり、今後も

その充実を図ることが求められます。 

また、被害者が安心して支援を受けるために、職務関係者における情報管理の徹

底や、二次的被害防止のための更なる資質の向上が必要です。 
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Ⅲ 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の性格 

  本計画の性格として、次のとおり提言します。 

（１）ＤＶ防止法第２条の３第３項の規定に基づく基本計画とします。 

（２）国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関す

る基本的な方針」に即し、かつ埼玉県の「配偶者等からの暴力防止及び被

害者支援基本計画（第４次）」を勘案した基本計画とします。 

（３）「第４次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」（平成 31 年３月

策定、計画期間：令和元年度～令和５年度）の目標Ⅶ「女性に対する暴力

のないまちづくり」の施策の方向として示された「ドメスティック・バイ

オレンス防止対策と被害者の自立支援」に関する総合的な体系を示すもの

とします。 

  

２ 計画の対象とする暴力 

ＤＶ防止法第１条に規定する配偶者（事実婚、元配偶者を含む。）からの暴

力及び平成25年７月の法改正により法の適用対象となった生活の本拠を共に

する交際相手からの暴力を計画の対象とすることを提言します。 

  また、暴力は身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ

す言動をいい、身体的暴力だけでなく、精神的・性的・経済的暴力も含むもの

とします。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とし、「第４次さ

いたま市男女共同参画のまちづくりプラン」に計画期間に合わせることを提言

します。 

なお、計画期間中においても、ＤＶ防止法の改正や基本的方針の見直し、社

会情勢の変化が生じた際には、必要に応じた見直しを行うよう提言します。 

 

４ 計画の目標 

  ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとともに、その背景

に男女の社会的地位や経済力の格差、固定的な性別役割分担意識や女性軽視な

どの問題があります。さいたま市では、「配偶者等からの暴力の根絶と被害者

の自立支援をすすめるまちづくり」を引き続き計画の目標として、各施策への

展開を図ることを提言します。 

また、ＤＶの防止から、通報や相談への対応、保護、自立支援に至る各段階

にわたり、多様な関係機関等による被害者の立場に立った切れ目のない支援が

必要なことから、計画の具体的な目標として次の５つの基本目標を提言します。 
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基本目標Ⅰ 人権尊重、ＤＶ防止及び根絶に向けた教育・啓発の推進 

基本目標Ⅱ 被害者の早期発見と相談体制の充実 

基本目標Ⅲ 被害者の保護と自立支援の充実 

基本目標Ⅳ 子どもの安全確保及び必要な支援の充実 

基本目標Ⅴ 関係機関等との連携協力 

計画の目標 

配偶者等からの暴力の根絶と被害者の自立支援をすすめるまちづくり 
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５ 計画の体系 

  

基本計画の体系 

基本計画の体系について、次のとおり５つの基本目標、18 の施策の方向とす

るよう提言します。 
 

基本目標 施策の方向

１ 市民への意識啓発

２ 学校等における人権教育の推進

３ 若年層に対する予防啓発の推進と相談体制の拡充

１ 早期発見・通報体制の整備・充実

２ 配偶者暴力相談支援センター機能の充実

３ 相談体制の強化と周知

４ 外国人・障害者・高齢者等の多様な被害者への配慮

１ 安全な保護体制の整備・充実

２ 被害者及びその関係者に係る情報の保護

３ 自立を支援する各種制度の周知と充実

４ 心身の健康回復への支援

１ 保育・就学支援

２ 子どもの心のケア

３ 児童虐待の早期発見・通報体制の充実

１ 関係機関・民間団体との連携協力体制の強化

２ 職務関係者による配慮

３ 調査研究の推進

４ 苦情の適切かつ迅速な処理

Ⅰ人権尊重、ＤＶ防止及び根絶に向けた
　 教育・啓発の推進

Ⅱ被害者の早期発見と相談体制の充実

Ⅲ被害者の保護と自立支援の充実

Ⅴ関係機関等との連携協力

Ⅳ子どもの安全確保及び必要な支援の充実
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Ⅳ 計画の基本目標と施策の方向 

 

基本目標Ⅰ 人権尊重、ＤＶ防止及び根絶に向けた教育・啓発の推進 

 

 ＤＶ防止法第 24 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

に関する理解を深めるものとするとされています。 

ＤＶの防止の観点から、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力を許さ

ないという意識を社会全体で共有することが求められています。 

被害者が受けた暴力の実態の把握や、配偶者等に対して暴力を振るうことは犯罪

となる行為をも含む重大な人権侵害であることについて、性別を問わず市民に広く

認識されることが必要です。 

また、ＤＶ防止に向けた啓発を進めるにあたっては、ＤＶには身体的暴力のみな

らず、精神的、性的、経済的暴力も含まれることについて理解を進めることが重要

です。 

市民一人ひとりが被害者にも加害者にもならないよう、ＤＶを身近な問題として

考える上で大きな役割を果たす啓発について、その内容や対象の工夫・拡大を行う

必要があります。その一環として、学校教育において、ＤＶ予防教育を行うことに

より、男女間だけではなく同性の友人関係、家庭での人間関係などにおいても、暴

力のない対等な関係が大切であると気付きを与え、人権意識を高めることができま

す。人権教育、男女平等教育又は人間関係についての教育を推進し、若年層に対し

ては、交際相手からの暴力（デートＤＶ）についての積極的な情報提供するととも

に、相談しやすい環境を整備することが不可欠です。 

 

《施策の方向》 

１ 市民への意識啓発 

人権尊重や男女共同参画に関する啓発を推進する 

ＤＶに関する啓発を推進する 

 

２ 学校等における人権教育の推進 

学校や家庭等における人権教育や男女平等教育を推進する 

すべての学校で人間関係についての教育を推進する 

 

３ 若年層に対する予防啓発の推進と相談体制の拡充  

学校や地域等において交際相手からの暴力に関する啓発を推進する 

若年層が相談しやすい環境を拡充する 
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基本目標Ⅱ 被害者の早期発見と相談体制の充実 

 

ＤＶは、一般的に外部からの発見が難しい家庭内において行われるケースが多い

ため、潜在化しやすいという特性があります。被害者も加害者からの報復、家庭の

事情やＤＶが重大な人権侵害であるという認識の欠如など、様々な理由から支援を

求めることをためらうケースや相談に至らないケースも少なくありません。 

庁内関係機関においては、被害者の早期発見ができるよう、ＤＶに対する理解を

深めるとともに配偶者暴力相談支援センター等との更なる連携体制の強化を求め

ます。 

また、各相談窓口で相談内容の情報連携・共有方法についての検討を進め、被害

者の安心・安全、負担軽減及び相談による二次的被害の防止が図れるように相談体

制の充実を目指すとともに、相談員・職員に対しては研修などを実施し、迅速かつ

適切な対応がとれるよう資質の向上を求めます。 

さらに、相談者の過酷な経験の話を聴くことで、相談員・職員自身が、精神的・

感情的に影響を受けてしまう場合もあります。そこで、高度な専門知識を有する専

門家等によるスーパービジョン等を実施し、専門的立場からの助言、指導を受け相

談時に感じた不安や迷いを払拭することや、加害者等からの追及等に対しては、組

織として対応する必要があります。 

なお、日本語でコミュニケーションがとれない外国人や生活の自立が困難である

障害者、介護を必要としている高齢者などが被害者である場合に、加害者の元を離

れた後の生活等に不安があるため、離れる選択ができない場合もあります。障害者

に対する虐待や介護疲れによる高齢者虐待など、加害者と被害者の関係性も多様化

していることを踏まえ、ネットワークの拡充及び庁内関係機関との連携を図りなが

ら、多様な被害者支援を実施するよう求めます。 
 

《施策の方向》 

１ 早期発見・通報体制の整備・充実 

ＤＶの通報体制について周知し、被害者の早期発見につなげる 

行政手続きで関わる窓口での早期発見できる体制を整備する 

 

２ 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

ワンストップサービスを実施し、被害者の負担軽減を図る 

男性のＤＶ被害者に対する支援体制について検討する 

二次的被害の防止のために情報連携等の体制を整備する 

 

３ 相談体制の強化と周知 

婦人相談員への研修を実施し、相談員の資質の向上を図る 

相談員のメンタルヘルスケア等を含むバックアップ体制を強化する 

相談窓口の利用に関して周知する 
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庁内外の関係機関等との連携体制を強化する 

男性の相談窓口の周知・拡充を図る 

 

４ 外国人・障害者・高齢者等の多様な被害者への配慮 

外国人、障害者、高齢者等に配慮した相談環境を整備する 
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基本目標Ⅲ 被害者の保護と自立支援の充実 

 

緊急性、危険性が高い被害者の安全確保には、警察への相談を案内するとともに、

関係機関や民間団体が持つ機能や制度を活用していくことが不可欠です。 

さらに、被害者の状況から一時保護が必要な場合、県の婦人相談所に保護を依頼

することになるため、市町村は婦人相談所までの同行支援や自立に向けた各種手続

きを関係機関等と調整するなど、県と密接に連携体制を構築しながら被害者の支援

にあたる必要があります。 

また、被害者支援にあたっては、被害者の居所をはじめとした各種情報の管理徹

底、心のケア、就業機会の確保、住宅や生活費の確保、子どもの就学問題、自立支

援のための各種行政手続きに係る証明書の発行など、精神的な支援を含めた被害者

の生活再建及び経済的支援を両輪に、切れ目のない支援を進める必要があります。 

なお、被害者の生命又は身体の安全を確保するのに有効な法的手段として、ＤＶ

防止法による保護命令があります。裁判所が行う保護命令制度の利用については、

情報の提供や助言、関係機関への連絡その他の援助を行うことも、市町村の重要な

役割となっており、より一層の強化を求めます。 

  

《施策の方向》 

１ 安全な保護体制の整備・充実 

すべての関係機関等が相互に連携協力し、ＤＶ被害者等の安全を総合的に確

保する 

 

２ 被害者及びその関係者に係る情報の保護 

ＤＶ被害者及びその関係者の安全の確保のため、情報管理を徹底する 

 

３ 自立を支援する各種制度の周知と充実 

各関係機関等との連携の基にＤＶ被害者の自立を継続的に支援する 

ＤＶ被害者の自立を支援する制度の周知を実施する 

 

４ 心身の健康回復への支援 

地域における継続的なサポート体制を整備する 
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基本目標Ⅳ 子どもの安全確保及び必要な支援の充実 

 

子どもの目の前でＤＶが行われること等、直接子どもに対して向けられた行為で

はなくても、子どもに著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に当たりま

す。 

また、ＤＶの特性として、ＤＶ被害者は暴力的環境の中で生きていると、自信を

失い、無力感から感受性を麻痺させることで適応しようとし、加害者が望むことを

最優先して行動するようになってしまいます。その結果、加害者が子どもに暴力を

振るっていても制止することができず、被害者が子どもへの暴力に加担してしまう

ことさえあります。児童虐待の早期発見や適切な保護のための連携を図るためにも、

児童虐待とＤＶの特性や、これらが相互に重複して発生していることを踏まえ、他

の関係機関等も含む相互の連携協力を強化することを求めます。 

さらに、子どもについては、ＤＶを目撃したことによる心理的虐待や、転居や転

校をはじめとする生活環境の変化など、避難後も大きなストレスを受けている状況

にあり、心とからだのケアを継続的に行うことが極めて重要となります。 

ＤＶ被害者の自立した生活を支援するため、関係機関等は援助が必要な子どもや

その家庭に関する情報を共有し、必要に応じて、母子保健サービスや子育て支援サ

ービス等の制度を利用できるよう、より一層の情報提供を求めます。 

 

《施策の方向》 

１ 保育・就学支援 

ＤＶ被害者の子どもの保育・就学等について支援する 

 

２ 子どもの心のケア  

関係機関等が相互に連携協力し、子どもの心のケアを継続的に実施する 

 

３ 児童虐待の早期発見・通報体制の充実 

児童虐待の早期発見や適切な保護のための連携を図る 
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基本目標Ⅴ 関係機関等との連携協力 

   

被害者の適切な保護と自立支援を図る上では、民間団体を含む関係機関等が共通

認識を持ち、緊密に連携して取り組むことが不可欠です。なかでも、ＤＶ防止及び

被害者の保護に取り組む民間団体からの協力は極めて重要であり、必要な援助を行

うよう努める必要があります。 

また、被害者の保護や支援に携わる職務にある者は、二次的被害の防止のために

もＤＶの持つ特性を十分に理解し、被害者の心身の状況やその置かれている環境等

を踏まえ、その人権を尊重するとともに、安全の確保と秘密の保持に十分な配慮を

行いながら職務に従事することが求められており、そのためには、適切な対応を身

につけるための研修を行うことが重要です。 

さらに、ＤＶ防止及び被害者の保護に資するため、先進事例や各種の調査結果等

を施策の推進に極力反映させるとともに、支援に関し被害者から苦情の申出があっ

た際は、適切かつ迅速に対応することを求めます。 

 近年、相談件数は増加傾向にあり、また、その相談内容も複雑化してきているこ

とから、従来の相談支援の手法では対応が困難なケースが発生する可能性も考えら

れます。 

今後も、民間団体・公的機関が持つ最新の福祉資源の把握や、実例を通した支援

方策の検討・共有を図り、常に最新かつ適切な支援が実施できるよう、ＤＶ防止連

携会議やケース会議、対応マニュアル等の充実を図るよう提言します。 

 

《施策の方向》 

１ 関係機関、民間団体との連携協力体制の強化 

関係機関等との連携協力体制を強化する 

二次的被害の防止のために情報連携等の体制を整備する 

    

２ 職務関係者による配慮 

ＤＶ被害者の立場に配慮した適切な対応ができるよう研修を実施する 

    

３ 調査研究の推進 

ＤＶ防止及び被害者保護のための調査研究を推進する 

加害者対策に関する調査研究を行う 

加害者更生プログラムなど、ＤＶの再発防止に向けた取組みを試行実施する 

 

４ 苦情の適切かつ迅速な処理 

ＤＶ被害者保護に係る職務の執行に関する苦情について、適切に対応する 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成十三年法律第三十一号） 

最終改正：令和元年法律第四十六号 

 

目次 

前文 

第一章総則（第一条・第二条） 

第一章の二基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二補則（第二十八条の二） 

第六章罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

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

女平等の実現に向けた取組が行われている。 

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

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

害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加え

ることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴

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

対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

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

より、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

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

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又

はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において

「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受け

た後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

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

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

にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

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

援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 
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第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

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

次条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において

「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第

三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

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

 項 

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

政機関の長に協議しなければならない。 

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

ればならない。 

（都道府県基本計画等） 

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

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

道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

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

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

 項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘

案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実

施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよ

う努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成の

ために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

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

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

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

センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

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

掲げる業務を行うものとする。 

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

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

を行うこと。 

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

次号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全

の確保及び一時保護を行うこと。 

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

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

行うこと。 

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

その他の援助を行うこと。 

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

調整その他の援助を行うこと。 

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

たす者に委託して行うものとする。 

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

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

とする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

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

以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支

援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

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

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

ター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよ

う努めるものとする。 

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

規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

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

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

援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

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

必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行

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

ものとする。 

（警察官による被害の防止） 

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

（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）
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その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

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

く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶

者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援

助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を

受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止す

るための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援

助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

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

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

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三

十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援する

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都

道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、そ

の適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

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

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

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又

は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受

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

者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す

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

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号にお

いて同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては

配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被

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

ら引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に

重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並び

に第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

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

活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠
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としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身

辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないこと。 

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

ら退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発し

た裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が

生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいず

れの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、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。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は

その知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 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、又はその性的

羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次

項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があ

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

ことを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学

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

の他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。た

だし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活にお

いて密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。

以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に

押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害

者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要

があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本
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拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等

の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近

をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）

の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定

代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

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

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

属する。 

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

することができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた   

 地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の

申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた

後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居して

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

発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に

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

要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲

げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載が

ない場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の

供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の

認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

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

する。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なけれ
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ば、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立て

の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所

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

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面

の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

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

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

し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

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

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

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

期日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

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

又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条

第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、

保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援

センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合

にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も

遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

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

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

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

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

の裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記

録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合にお

いて、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、

当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

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

から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも

取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規

定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所

書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センター

の長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した
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場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

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

合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から

第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算

して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令

が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が

申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したとき

も、同様とする。 

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

により当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

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

立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする

同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本

拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由に

より当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居

からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必

要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当

該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、

当該命令を発しないことができる。 

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

以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並

びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項

第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並

びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

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

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

交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭

弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

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

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

法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

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

その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

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

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

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

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

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

するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

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

関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

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

ための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

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

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

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

とする。 

（民間の団体に対する援助） 

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

の活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

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

（次号に掲げる費用を除く。） 

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

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

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

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める

者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

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

しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

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

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

ものとする。 

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

きる。 

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

るもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 
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第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際

（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係

にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係

にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合に

あっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当

該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの

暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替える

ほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にあ

る相手からの暴力を受けた者をいう。以下同

じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶

者であった者 

同条に規定する関係にある相手又は同条に規

定する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四

項まで、第十一条第二

項第二号、第十二条第

一項第一号から第四号

まで及び第十八条第一

項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又は

その婚姻が取り

消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場

合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規

定によるものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円

以下の罰金に処する。 

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

又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二におい

て準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により

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

万円以下の過料に処する。 

 

附則〔抄〕 

（施行期日） 

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

章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶

者暴力相 談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、

平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

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

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

護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三
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項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。 

（検討） 

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

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る。 

 

附則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

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

者の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立

てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

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

身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由と

するこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以

下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後

最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用につ

いては、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

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

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

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

者の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関

する事件については、なお従前の例による。 

 

附則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

 

附則〔平成二十六年法律第二十八号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第

一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条

までの規定 平成二十六年十月一日 
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附則〔令和元年法律第四十六号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

二 第二条（次号に掲げる規定を除く。）の規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和四

年四月一日 

三 第二条中児童福祉法第十二条の改正規定（同条第四項及び第六項に係る部分並びに同条

第一項の次に一項を加える部分に限る。）及び同法第十二条の五の改正規定 令和五年

四月一日 
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さいたま市男女共同参画のまちづくり条例 

平成 15 年 3 月 14 日 

さいたま市条例第 38 号 

 

 さいたま市は、「私たちがつくり、共に生きるまち」を合い言葉に、性別にかかわりなく一

人一人がお互いを認め合い、お互いを尊重しながら、個性と能力を十分に発揮し、共に参画

できる男女共同参画社会の実現を目指している。 

 しかしながら、今なお、性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会の制度や慣行は

依然として残されており、就業の場における男女間格差、さまざまな分野における参画の不

平等、さらに、出産期と子育て期における女性の労働力率の低下等、男女共同参画社会の実

現のためには、解決しなければならない多くの課題がある。 

 このような現状を見直すとともに、日本国憲法、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃

に関する条約及び男女共同参画社会基本法の理念を踏まえ、豊かで安心して生活することが

できる社会を築くためには、男女が対等な構成員としてお互いにその人権を尊重し、責任を

分かち合うことができる男女共同参画社会の実現が重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の実現に向け、市、市民及び事業者が協働して、男女共同参画

のまちづくりに取り組むことを決意し、豊かで活力あるさいたま市を築くため、この条例を

制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画のまちづくりに関し、基本目標を定め、市、市民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画のまちづくりに関する施策の基本とな

る事項を定めることにより、男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、も

って豊かで活力ある地域社会の実現及びだれもが自分らしく生きられるまちづくりに寄与

することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (１) 男女共同参画のまちづくり 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会を形成することをいう。 

 (２) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要

な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

 (３) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を

与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。 

 （基本目標） 

第３条 男女共同参画のまちづくりは、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女

が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けることがないこ

と、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、女性に対する暴力等が根絶

されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画のまちづくりに当たっては、性別による固定的な役割分担意識等に基づく

社会における制度又は慣行をなくすように努めるとともに、これらの制度又は慣行が男女

の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されなけれ
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ばならない。 

３ 男女共同参画のまちづくりは、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又

は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨

として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画のまちづくりは、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たし、かつ、就業、就学その他の社会生活における活動を行うことができるよう

に配慮されることを旨として、行われなければならない。 

５ 男女共同参画のまちづくりは、男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性及び生

殖に関する事項について自らの決定が尊重されること並びに生涯にわたり男女が健康な生

活を営むことについて配慮されることを旨として、行われなければならない。 

６ 男女共同参画のまちづくりは、国際社会における取組と密接な関係があることを十分理

解し、国際的協調の下に行われなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本目標（以下「基本目標」という。）にのっとり、男女共同参

画のまちづくりの促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、男女共同参画のまちづくりの推進に当たり、市民及び事業者と連携し、協働して

取り組むものとする。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本目標

にのっとり、積極的に男女共同参画のまちづくりの推進に努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策に協力するよう努

めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動に関し、基本目標にのっとり、男女共同参画のまちづくり

の推進に努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策に協力するよう

努めなければならない。 

 （性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別によ

る差別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・

ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、女性に対する

暴力を行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対

する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないよう努めな

ければならない。 

 （基本的施策等） 

第９条 市は、男女共同参画のまちづくりを促進するため、次に掲げる施策等を行うものと

する。 

 (１) あらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場

合は、市民及び事業者と協力し、積極的格差是正措置が講じられるよう努めること。 
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 (２) 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合は、積極的格差是正措置を講ず

ることにより、男女の均衡を図るよう努めること。 

 (３) 男女共同参画のまちづくりに関する調査研究並びに情報の収集及び分析を行い、市

民及び事業者に対する情報の提供を行うこと。 

 (４) 男女共同参画のまちづくりに関する市民及び事業者の理解を深めるために、広報活

動の充実を図ること。 

 (５) 学校教育、家庭教育その他あらゆる分野の教育及び学習において、男女共同参画の

まちづくりを推進するために必要な措置を講ずること。 

 (６) 男女共同参画のまちづくりの推進に資する人材を育成し、及び積極的な活用を図る

こと。 

 (７) 民間の団体が行う男女共同参画のまちづくりの推進に関する活動に役立つよう、情

報の提供その他の必要な措置を講ずること。 

 （基本計画） 

第 10 条 市長は、男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、男女共同参画のまちづくりに関する基本計画（以下「基本計画」という。）を

策定するものとする。 

２ 市長は、基本計画を策定し、又は変更するときは、さいたま市男女共同参画推進協議会

に諮問するものとする。 

３ 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

 （施策の推進体制の整備） 

第 11 条 市は、男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策を推進するために必要な体制

を整備するものとする。 

 （苦情の申出及び処理） 

第 12 条 市長は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策又は男女共同

参画のまちづくりの推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市内に住所を有する

者又は在勤若しくは在学する者（以下「市民等」という。）からの申出を適切かつ迅速に処

理するための委員（以下「苦情処理委員」という。）を置く。 

２ 市民等は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策又は男女共同参

画のまちづくりの推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情がある場合は、苦

情処理委員に申し出ることができる。 

３ 苦情処理委員は、前項の規定により苦情がある旨の申出があった場合においては、必要

に応じて、前項の施策を実施する機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他

の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該機関に是

正その他の措置をとるよう勧告等を行うものとする。 

 （年次報告） 

第 13 条 市長は、毎年、男女共同参画のまちづくりの推進状況及び男女共同参画のまちづく

りの推進に関する施策の実施状況を明らかにする報告書を作成し、及び公表するものとす

る。 

 （男女共同参画推進協議会） 

第 14 条 市長の諮問に応じ、男女共同参画のまちづくりの推進に関する事項を調査審議する

ため、さいたま市男女共同参画推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、委員 23人以内をもって組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (１) 学識経験を有する者 
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 (２) 関係団体の代表者 

 (３) 市民代表者 

 (４) 関係行政機関の職員 

 (５) 市職員 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （委任） 

第 15 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 15 年４月１日から施行する。ただし、第 12 条の規定は、平成 15 年

10 月１日から施行する。 

 （さいたま市男女共同参画推進協議会条例の廃止） 

２ さいたま市男女共同参画推進協議会条例（平成 13年さいたま市条例第 290 号）は、廃止

する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前のさいたま市男女共同参画推進協議

会条例第２条第２項の規定により委嘱し、又は任命されている委員は、第 14 条第３項の規

定により委嘱し、又は任命された委員とみなす。 
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第３次さいたま市ＤＶ防止基本計画について（諮問書）写し 
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さいたま市男女共同参画推進協議会の審議状況 

 

 

令和元年５月 23日 令和元年度第１回（第 71 回協議会） 

・第３次さいたま市ＤＶ防止基本計画の策定について市長からの諮問 

「第３次さいたま市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関

する基本計画の策定について（諮問）」 
・ＤＶ防止基本計画策定スケジュールの検討 

 

令和元年10月18日 令和元年度第３回（第 73 回協議会） 

・答申書（素案）の検討 

 

令和２年１月 22日 令和元年度第４回（第 74 回協議会） 

・答申書（案）の検討 

 

令和２年３月 23日 令和元年度第５回（第 75 回協議会） 

・諮問事項に対する市長への答申 

「答申書 第３次さいたま市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の

支援に関する基本計画の策定について」の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）令和元年７月 10 日に開催された令和元年度第２回（第 72 回）では、「第３次さいた

ま市男女共同参画のまちづくりプランの外部評価」などについて、審議しました。 
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さいたま市男女共同参画推進協議会委員名簿 
 
令和２年３月１日現在(敬称略、五十音順） 

  氏    名 備 考 

学 識 経 験 者 ○飯島 絵理 女性センター研究員 

  ◎田代 美江子 大学教授 

  堀越 栄子 大学名誉教授 

  南 まゆ子 会社社長 

  吉田 龍太郎 大学講師 

関係団体代表者 猪木 あすか 弁護士会 

  濱田 奈津子 医師会 

  白石 学 労働団体 

  鈴木 利彦 ＰＴＡ協議会 

  丸林 淑子 経済団体 

  山﨑 秀雄 福祉団体 

  若生 和子 男女共同参画推進団体 

市 民 代 表 者 岩見 真里子 市民公募 

  宇田 和子 市民公募 

  倉岡 舞 市民公募 

  鈴木 孝幸 市民公募 

  田中 亜弓 市民公募 

  宮嶋 順也 市民公募 

関係行政機関職員 手塚 和子 埼玉労働局 

市 職 員 神田 正一 市民生活部長 

 ◎会長 〇会長職務代理者 
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この答申書は 200 部作成し、1部当たりの作成費用は 160 円（概算）です。 


