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はじめに 

少子高齢化の進行や人口減少の到来、雇用形態の

多様化など、社会情勢が大きく変化している中、豊

かで活力ある地域社会を築くためには、あらゆる分

野で男女がともに支え合い、個性と能力を十分に発

揮することができる男女共同参画社会を形成する

ことが重要です。 

男女共同参画社会の基本は、人権の尊重です。だ

れもが生まれながらにして持っている人間として

の権利は、どのような時でも尊重されなければなり

ません。 

しかし、男女共同参画社会の実現を大きく阻んでいる「配偶者等からの暴力（ＤＶ）」

は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害にあたります。ＤＶは外部からの発見が

困難な家庭内において行われるため、潜在化し、被害が深刻化しやすく、子どもに対

する暴力との関係も指摘されるなど、社会全体で取り組むべき大きな問題です。 

 日光市は、「日光市男女共同参画推進条例」に掲げる「男女の性別に起因した暴力

の根絶」の基本理念のもと、「男女共同参画プラン日光」の中でも「男女間のあらゆ

る暴力の根絶」を施策のひとつと位置づけました。あわせて「日光市配偶者からの暴

力対策基本計画」を策定し、“ＤＶ根絶”に向けて、若い世代への防止啓発や相談体

制の充実など重点的に取り組んでまいりました。 

改定計画となる本計画では、これまでの取り組みを着実に推進するとともに、複雑

かつ多様化する相談に対応するため、相談体制と社会的自立のための継続的な支援体

制を充実させるなど、被害者に寄り添ったきめ細かな支援に取り組むことといたしま

した。 

 今後は、この計画に基づき、関係機関や民間団体等と連携しながら総合的、一体的

に施策を推進し、男女の人権が尊重される社会の実現と“一人ひとりが輝く男女共同

参画のまち日光”の実現を目指してまいります。 

 結びに、計画の策定にあたり、「日光市配偶者からの暴力対策基本計画検討委員会」

の委員の皆さまをはじめ、多くの関係者の皆さまの貴重なご意見をいただきましたこ

とに、心から感謝を申し上げ、計画策定にあたり、ごあいさつといたします。 

 

平成２８年３月 

 

日光市長 斎藤 文夫 
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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 

 配偶者からの暴力

※1
（以下「ＤＶ」という。）は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害で

あり、被害者のみならず養護する子ども等にも心理的外傷を与えるなど深刻な影響を及ぼし

ます。 
 日光市では、「日光市男女共同参画推進条例」に掲げる「男女の性別に起因した暴力の根絶」

の基本理念に沿って、平成 22 年３月に「日光市配偶者からの暴力対策基本計画」を策定し、

配偶者などからの暴力の根絶に向けた取り組みを行ってきました。この計画に基づき、若年

層への予防啓発や、配偶者暴力相談支援センター

※2
を設置し、相談体制の充実に努めてきた

ところですが、女性相談窓口に寄せられる相談件数は年々増加傾向にあり、一向に減少に転

じていないのが現状です。 
 このような現状や社会情勢等の変化を視野に入れ、一人ひとりが輝く男女共同参画のまち

日光を実現するため、「日光市配偶者からの暴力対策基本計画（第２期計画）」を策定しまし

た。 
 策定にあたっては、これまでの取り組みを着実に推進するとともに、関係機関の意見、平

成 26 年 11 月に行った「日光市男女共同参画に関するアンケート調査」の結果などを踏まえ、

配偶者からの暴力に対する総合的で一体的な取り組みを拡充させていきます。 
 

２ 計画の位置づけ 

 この計画は「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」（平成 13 年法律

第 31 号）（以下「ＤＶ防止法」という。）第２条の３第３項に基づく市町村計画です。 
また、この計画は、平成 21 年３月に制定した「日光市男女共同参画推進条例」及び、「男

女共同参画プラン日光（第２期計画）」の下位に位置づける分野別計画です。 

                                                   
※1

 配偶者からの暴力：「ＤＶ防止法」第１条、第 28条の２参照。 
※2

 配偶者暴力相談支援センター：「ＤＶ防止法」第３条に基づき、都道府県の婦人相談所その他の適切な施設に

おいて、①相談又は相談機関の紹介、②カウンセリング、③被害者・同伴者の緊急時における安全の確保及

び一時保護、④被害者の自立支援・保護命令・居住させ保護する施設の利用についての情報提供・助言・関

係機関との連絡調整・その他の援助、が行われています。 
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３ 計画の期間 

この計画の期間は平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間とします。ただし、状況の変

化等を勘案し、必要に応じて見直すこととします。 
 

平成 

28 年度 

（2016） 

平成 

29 年度 

（2017） 

平成 

30 年度 

（2018） 

平成 

31 年度 

（2019） 

平成 

32 年度 

（2020） 

平成 

33 年度 

（2021） 

平成 

34 年度 

（2022） 

平成 

35 年度 

（2023） 

平成 

36 年度 

（2024） 

平成 

37 年度 

（2025） 

 

 

         

 
 

４ 計画の策定体制 

この計画は、以下のような体制により策定しました。 
 

■計画の策定体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男女共同参画プラン日光（第２期計画） 

日光市配偶者からの暴力対策基本計画（第２期計画） 

平
成

26

年
度

 
平

成

27

年
度

 

日光市男女共同参画日光市男女共同参画日光市男女共同参画日光市男女共同参画にににに関関関関するアンケートするアンケートするアンケートするアンケート調査調査調査調査    

20 歳以上の日光市在住

の男女各 1,000 人対象 

【回収率：42.9％】 

日光市に事業所を構え

る従業員 10 名以上の事

業所 100 事業者対象 

【回収率：33.0％】 

農林水産業及び家族経

営的な商工業等に従事

している経営者各 50 件

対象【回収率：36.0％】 

市民対象調査 事業者対象調査 農林水産業及び自営

業等に従事している

方対象調査 

計画体系計画体系計画体系計画体系のののの検討検討検討検討・・・・推進施策推進施策推進施策推進施策のとりまとめのとりまとめのとりまとめのとりまとめ    

各種会議における検討 

計画素案計画素案計画素案計画素案のののの公表公表公表公表・・・・市民意見市民意見市民意見市民意見のののの募集募集募集募集    

（パブリックコメント） 

日光市配偶者日光市配偶者日光市配偶者日光市配偶者からのからのからのからの暴力対策基本計画暴力対策基本計画暴力対策基本計画暴力対策基本計画（（（（第第第第２２２２期計画期計画期計画期計画））））    
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５ 用語の定義 

この計画における「暴力」には、「ＤＶ防止法」で定義している「配偶者からの暴力」に加

え、「生活の本拠を共にしていない交際相手からの暴力」も含みます。 

 

◆ 暴力  

 身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。殴る、蹴

るといった身体的な暴力のほか、精神的暴力（人格を否定するような暴言など）、性的暴力

（嫌がっているのに性行為を強要する等）、経済的暴力（生活費を渡さない等）、社会的暴

力（外出するとどこにいるのかと頻繁に電話をする等）、子どもを巻き込んだ暴力（子ども

に相手の悪口を吹き込む等）などの形態があります。 

 

◆ 配偶者  

 配偶者とは一般的に、婚姻の届出をした、夫婦の一方から見た他方のことを指しますが、

「ＤＶ防止法」においては、「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」としています。 

 

◆ デートＤＶ  

婚姻も同居もしていない恋人や交際相手などの親密な関係にある者の一方から他方に対し

て振るわれる、あらゆる暴力のことを「デートＤＶ」とします。 

 

 

 

 

 

 

0 

本計画では、以下、「“配偶者”からの“暴力”」及び「デートＤＶ」を包括する用

語として「ＤＶ」を用います。 
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第２章 ＤＶ対策の現状と課題 
 

１ 国の取り組み 

 国においては、平成 13 年に、ＤＶ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、ＤＶの防止及び被害者の保護を図ることを目的とした「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」が制定され、その後、同法は３度にわたり改正されまし

た。 

 これにより、ＤＶは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であると明確に位置づけられ、

保護命令

※3

制度、都道府県の配偶者暴力相談支援センターによる相談や一時保護等が開始さ

れました。 

 平成 16年の法改正においては、ＤＶの定義の拡大（身体的な暴力のみならず、いわゆる精

神的暴力・性的暴力にも対象拡大）、保護命令制度の拡充（退去命令の期間を２週間から２ヶ

月に拡大、子どもへの接近禁止命令の発令）、ＤＶの防止及び被害者の保護のための施策に関

する基本的な方針並びに施策の実施に関する基本的な計画の策定、国及び地方公共団体の責

務として被害者の自立支援を含む適切な保護の明確化などが盛り込まれました。 

 平成 19年の法改正においては、市町村における基本計画の策定努力及び配偶者暴力相談支

援センターの設置努力、保護命令制度の拡充（生命又は身体に対する脅迫行為にも対象を拡

大、被害者への接近禁止命令と併せて無言電話や連続しての電話、ファクシミリ、電子メー

ル等の行為を禁止する保護命令の発令、被害者の親族等への接近禁止命令）、配偶者暴力相談

支援センター長への保護命令の発令等に関する通知などが盛り込まれました。 

 平成 25年の法改正においては、法律名が「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」に改められ、「生活の本拠を共にする交際相手」からの暴力及びその被害者につ

いても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象となりました。 

 

 

                                                   
※3

 保護命令：地方裁判所が被害者からの申立てにより、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受ける恐れ

が大きい時、加害者に対し発する命令。「接近禁止命令」「電話等禁止命令」「退去命令」があり、加害者が保

護命令に違反すると刑事罰（１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金）に処せられます。 
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２ 栃木県における取り組みと現状 

 県においては、ＤＶの防止並びに被害者の保護及び自立支援を県の重点課題に位置づけ、

県の施策を明らかにし、県としてのＤＶ対策を総合的に実施することを目的に、平成 17 年

11 月に「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計画」（以下「基本計画」

という。）が策定されました。平成 21年３月には国の法改正を踏まえ、「基本計画（改定版）」

が策定されました。また、平成 24 年３月に「基本計画（改訂版）」が目標年次を迎え、基本

計画の第２次改訂版を策定しました。 

 県では、これらの計画に基づき、県民への啓発をはじめ、学校教育における啓発の取り組

みや配偶者暴力相談支援センターの設置促進、一時保護等の充実に取り組んでおり、平成 23

年４月に新たに県の機関として開所した「とちぎ男女共同参画センター」が県のＤＶ対策の

中核的な機関として各種施策を展開しています。 

 ＤＶ相談については、婦人相談所の老朽化に伴う保護施設の充実を図り、併せてこれまで

婦人相談所と「財団法人とちぎ男女共同参画財団」が担ってきた相談機能を一元化し、平成

23 年度に配偶者暴力相談支援センターの機能を引き継いだ県直営の「とちぎ男女共同参画セ

ンター」を新たに設置し、曜日を問わず相談業務に対応するとともに、婦人相談員を増員す

るなど、相談支援体制の充実を図り対応しています。 

平成 19 年度に婦人相談所及び「とちぎ男女共同参画センター」が受けたＤＶ相談件数は、

それぞれ 351 件と 520件の計 871 件となっていましたが、平成 20年度に「宇都宮市配偶者暴

力相談支援センター」が設置され、県全体の相談件数は 1,453 件、次いで平成 22 年度に「日

光市配偶者暴力相談支援センター」が設置され、県全体の相談件数は 1,526 件、さらに「小

山市配偶者暴力相談支援センター」が設置された平成 25年度には県全体の相談件数が 1,986

件となり、相談件数が著しく増加している状況です。 

 被害者の意思に基づき、緊急に保護を必要とする場合には、「とちぎ男女共同参画センター

（一時保護所）」が被害者及び同伴する家族の一時保護を行い、傷ついた心身や健康状態等を

回復させるためのケア等必要な支援が行われます。こうしたＤＶによる一時保護件数は、平

成 19 年度には 90 件あり、平成 23 年度には 62 件と一旦減少しましたが、平成 25 年度には

89 件と、右肩上がりの増加傾向にあります。このような一時保護については、「とちぎ男女

共同参画センター（一時保護所）」で保護するほか、民間シェルター等により対応されている

状況です。 

 また、「とちぎ男女共同参画センター」は、一時保護所を退所するＤＶ被害者が自立して生

活できるよう、関係機関と連携し、就業の促進、住宅の確保等の支援を行うとともに、継続

して保護や支援が必要な被害者に対しては、母子生活支援施設等への入所調整が行われてい

ます。 
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■図表１ 配偶者暴力相談支援センターの相談件数（栃木県） 
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*被害者本人からの相談延べ件数 

【データ：栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課より】 

 

■図表２ 一時保護所のＤＶによる一時保護件数（全国比較） 
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*件数は、当該年度中に１日でも在所した数（繰越数を含む） 

【データ：栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課より】 
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３ 日光市のＤＶ相談・一時保護等の状況 

 日光市では、平成 20年３月に「男女共同参画プラン日光」を策定し、女性に対するあらゆ

る暴力の根絶の施策のひとつとして、「配偶者等からの暴力防止対策の推進・被害者への救済

支援」を掲げました。平成 24年３月には、「男女共同参画プラン日光（後期計画）」を策定し、

引き続き男女間のあらゆる暴力根絶のための施策を掲げています。平成 21 年３月に「日光市

男女共同参画推進条例」を制定し、基本理念のひとつに「男女の性別に起因した暴力の根絶」

を定めました。平成 22年３月には「日光市配偶者からの暴力対策基本計画」を策定し、これ

に基づきＤＶ相談に総合的かつ円滑に対応するため、平成 22年８月に「日光市配偶者暴力相

談支援センター」を開設し、ＤＶ被害者にとって最も身近な相談窓口として相談者の意思を

尊重した支援を行っています。 
 平成 23年度に婦人相談員数を３名から４名に増員し、相談対応の強化に努めてはいるもの

の、相談者数は平成 22年度から年々増加しています。相談内容については、夫婦間の問題を

原因とする相談者の心身の状況や家族・親族等との関係など家庭内における相談のほか、就

労や住環境のことなど相談者を取り巻く社会環境に関する複合的な相談も多い状況です。 
相談場所については、市の相談窓口の他に、地域住民や知人等の目を気にせずに相談でき

る場所として、市外に所在する認定ＮＰＯ法人が相談機関として機能しています。 
そして、一時保護を必要とするような困難なケースについては、「とちぎ男女共同参画セン

ター（一時保護所）」や認定ＮＰＯ法人、警察等と連携し、被害者及び同伴する家族の保護に

つなげています。 

今後は、相談内容の複雑化・多様化に対応するための相談体制の充実と経済的自立のほか、

社会的自立（相談者のニーズに合った、社会資源を活用した制約のない社会参加や活動）の

ための継続的な支援体制の充実も重要な課題となっています。さらに、ＤＶを根絶し、未然

防止を図るため、全市的なＤＶ対策の推進体制の強化が引き続き課題となっています。 
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■図表３ 婦人相談員が受けたＤＶ相談件数 
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0
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

[件][人]

相談実人数 上記の相談延べ件数  
【福祉行政報告例：「第 37 婦人相談所及び婦人相談員の処理状況」より抜粋】 

 
■図表４ 相談処理内容 

平成23年度 3 0 1 25 10 39 415

平成24年度 0 0 0 45 0 45 260

平成25年度 2 0 0 50 0 52 657

平成26年度 2 0 0 47 4 53 448

その他関係機

関へ移送

助言・指導

のみ

その他* 計（A）

計（A）に係る

相談（指導）

延べ件数

相談処理内容

婦人相談所

（婦人相談員）

へ移送

他府県の婦人

相談所・婦人

相談員へ移送

 

＊未処理のまま死亡、相談継続中、長期間所在不明 

【福祉行政報告例：「第 37 婦人相談所及び婦人相談員の処理状況」より抜粋】 
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４ 「日光市男女共同参画に関するアンケート調査」における現状 

日光市では、「男女共同参画プラン日光（第２期計画）」を策定するにあたり、平成 26 年

11 月に市民の意識や考えを把握することを目的として調査を実施しました。この調査からみ

えてきた現状は次のとおりです。 

    

（１）調査の結果 

 ①配偶者等からの暴力のうち、以前から見たり知っていたりするもの 

   配偶者等からの暴力のうち、以前から見たり知っていたりするものについてみると、

市民対象調査全体では「精神的な暴力」が 45.3％と最も高く、女性が 46.4％、男性は

44.8％となっており、性別による差はみられません。 

 

■図表５ 配偶者等からの暴力のうち、以前から見たり知っていたりするもの（市民対象調査） 

身体的な暴力

精神的な暴力

性的な暴力

経済的な暴力

社会的な暴力

不明・無回答

38.2 

45.3 

16.9 

23.7 

13.3 

39.7 

39.3 

44.8 

15.0 

20.3 

13.9 

39.8 

38.0 

46.4 

18.5 

26.8 

12.9 

38.9 

0% 20% 40% 60%

全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）



10 

 

農林水産業及び自営業等に従事している方対象調査（以下「自営業者対象調査」とい

う。）でも市民対象調査と同様の結果が出ており、顕著な差はみられません。 

 

■図表６ 配偶者等からの暴力のうち、以前から見たり知っていたりするもの（自営業者対象調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身体的な暴力

精神的な暴力

性的な暴力

経済的な暴力

社会的な暴力

不明・無回答

41.7 

52.8 

16.7 

22.2 

8.3 

38.9 

50.0 

59.1 

18.2 

18.2 

9.1 

36.4 

28.6 

42.9 

14.3 

28.6 

7.1 

42.9 

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

全体（n=36） 農林水産業(n=22) 自営業等(n=14)
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②配偶者等からの暴力について経験したり、見たり聞いたことがあるもの 

  ②－１ 身体的な暴力 

    身体的な暴力についてみると、全体では「被害の経験がある」は 5.9％となってい

ます。性別にみると、男性、女性ともに「身近に被害を受けたことがある人がいる」

が１割以上となっています。また、女性で「被害の経験がある」が１割弱となってい

ます。 
 

■図表７ 配偶者等からの身体的な暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがあるか 

（市民対象調査） 

被害の経験がある

加害の経験がある

身近に被害を受けたことがある人がいる

まったくない

不明・無回答

5.9 

1.3 

13.6 

61.1 

18.1 

2.2 

2.5 

12.5 

62.4 

20.3 

8.9 

0.4 

14.6 

60.7 

15.4 

0% 20% 40% 60% 80%

全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）

 
 ②－２ 精神的な暴力 

    精神的な暴力についてみると、全体で「被害の経験がある」が 6.5％となっていま

す。性別にみると、男性、女性ともに「身近に被害を受けたことがある人がいる」が

１割以上となっています。また、女性で「被害の経験がある」が１割弱となっていま

す。 
 

■図表８ 配偶者等からの精神的な暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがあるか 

（市民対象調査） 

被害の経験がある

加害の経験がある

身近に被害を受けたことがある人がいる

まったくない

不明・無回答

6.5 

1.7 

12.7 

59.2 

19.8 

3.1 

3.1 

13.4 

59.3 

21.2 

9.4 

0.8 

12.3 

60.1 

17.5 

0% 20% 40% 60% 80%

全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）
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②－３ 性的な暴力 

  性的な暴力についてみると、全体で「被害の経験がある」が 1.9％となっています。

性別による差はみられません。 
 

■図表９ 配偶者等からの性的な暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがあるか 

（市民対象調査） 

被害の経験がある

加害の経験がある

身近に被害を受けたことがある人がいる

まったくない

不明・無回答

1.9 

0.5 

3.4 

71.0 

23.3 

0.8 

0.6 

3.6 

71.0 

24.0 

2.7 

0.2 

3.1 

72.3 

21.6 

0% 20% 40% 60% 80%

全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）

 
 ②－４ 経済的な暴力 

    経済的な暴力についてみると、全体では「被害の経験がある」が 3.7％となってい

ます。性別にみると、男性、女性ともに「身近に被害を受けたことがある人がいる」

が１割以上となっています。 
 

■図表 10 配偶者等からの経済的な暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがあるか

（市民対象調査） 

被害の経験がある

加害の経験がある

身近に被害を受けたことがある人がいる

まったくない

不明・無回答

3.7 

0.6 

12.4 

62.7 

20.6 

1.4 

0.8 

10.9 

64.3 

22.6 

5.6 

0.4 

13.7 

62.4 

17.9 

0% 20% 40% 60% 80%

全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）
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  ②－５ 社会的な暴力 

    社会的な暴力についてみると、全体で「被害の経験がある」が 2.1％となっていま

す。性別による差は見られません。 
 

■図表 11 配偶者等からの社会的な暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがあるか

（市民対象調査） 

被害の経験がある

加害の経験がある

身近に被害を受けたことがある人がいる

まったくない

不明・無回答

2.1 

0.0 

8.2 

67.7 

22.0 

1.4 

0.0 

7.5 

68.5 

22.6 

2.7 

0.0 

8.5 

68.4 

20.4 

0% 20% 40% 60% 80%

全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）
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44.2 

35.3 

46.2 

100.0 

61.5 

42.9 

47.4 

38.5 

33.3 

49.5 

58.8 

47.4 

0.0 

38.5 

57.1 

52.6 

46.2 

57.1 

6.3 

5.9 

6.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15.4 

9.5 

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

全体（n=95）

【性別】 男性（n=17）

女性（n=78）

【年齢別】 20歳代（n=2）

30歳代(n=13)

40歳代（n=14）

50歳代（n=19）

60歳代（n=26）

70歳以上（n=21）

③配偶者等からの暴力について、だれかに打ち明けたり相談したか 

   配偶者等からの暴力について、打ち明けたり相談したかについてみると、全体では「ど

こ（だれ）にも相談しなかった」が 49.5％と「相談した」を 5.3ポイント上回っていま

す。性別にみると、「どこ（だれ）にも相談しなかった」の割合は、男性で 58.8％と女

性を 11.4 ポイント上回っています。 
 
 

■図表 12 配偶者等からの暴力について、だれかに打ち明けたり相談したか（市民対象調査） 
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不
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・
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回
答
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③－１ ③で「相談した」と答えた方、どこ（だれ）に相談したか 

   相談先についてみると、全体では「家族や親戚に相談した」が 71.4％と最も高く、次

いで、「友人・知人に相談した」が 50.0％となっています。 
性別にみると、男性では「家族や親戚に相談した」が 66.7％と最も高く、次いで「友

人・知人に相談した」が 33.3％となっています。女性では「家族や親戚に相談した」が

72.2％と最も高く、次いで「友人・知人に相談した」が 52.8％となっています。 

公的な機関に相談した割合は、いずれも２割を下回り、少なくなっています。 
 

 
■図表 13 配偶者等からの暴力についての相談先（市民対象調査） 

市の相談窓口に相談した

警察に連絡・相談した

法務局、法テラス、人権擁護委員に相談した

上記（１～５）以外の公的な機関に相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した

家族や親戚に相談した

友人・知人に相談した

その他

不明・無回答

学校関係者

（教員、養護教員、スクールカウンセラーなど）

に相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、

カウンセラー・カウンセリング機関、

民間シェルターなど）に相談した

県民センターや県健康福祉センターなど

上記以外の県の相談窓口に相談した

県婦人相談所、

パルティとちぎ男女共同参画センターに相談した

2.4 

0.0 

4.8 

7.1 

2.4 

2.4 

7.1 

7.1 

2.4 

71.4 

50.0 

2.4 

2.4 

0.0 

0.0 

16.7 

16.7 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

66.7 

33.3 

0.0 

16.7 

2.8 

0.0 

2.8 

5.6 

0.0 

2.8 

8.3 

8.3 

2.8 

72.2 

52.8 

2.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

全体（n=42) 男性（n=6） 女性（n=36）
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③－２ ③－１で「どこ（だれ）にも相談しなかった理由」 

   どこ（だれ）にも相談しなかった理由についてみると、全体では「相談してもむだだ

と思ったから」が 42.6％と最も高く、次いで「自分さえがまんすれば、なんとかこのま

まやっていけると思ったから」が 40.4％、「相談するほどのことではないと思ったから」

が 36.2％となっています。 
性別にみると、男性では「相談してもむだだと思ったから」と「相談するほどのこと

ではないと思ったから」が 50.0％となっています。女性では「自分さえがまんすれば、

なんとかこのままやっていけると思ったから」が 43.2％と最も高くなっています。 
 

■図表 14 配偶者等からの暴力についてどこ（だれ）にも相談しなかった理由（市民対象調査） 

不明・無回答

子どもに危害が及ぶと思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

その他

自分さえがまんすれば、

なんとかこのままやっていけると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

相談してもむだだと思ったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けると思ったから

加害者に「だれにも言うな」とおどされたから

相談相手の言動によって

不快な思いをさせられると思ったから

世間体が悪いから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

どこ（だれ）に相談してよいのか

わからなかったから

10.6 

21.3 

42.6 

4.3 

2.1 

2.1 

40.4 

14.9 

14.9 

6.4 

8.5 

21.3 

6.4 

36.2 

4.3 

4.3 

30.0 

20.0 

50.0 

10.0 

10.0 

10.0 

30.0 

20.0 

40.0 

10.0 

10.0 

20.0 

10.0 

50.0 

10.0 

0.0 

5.4 

21.6 

40.5 

2.7 

0.0 

0.0 

43.2 

13.5 

8.1 

5.4 

8.1 

21.6 

5.4 

32.4 

2.7 

5.4 

0% 20% 40% 60%

全体（n=47) 男性（n=10） 女性（n=37）
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33.1 

32.6 

33.9 

16.7 

50.0 

34.0 

37.8 

33.6 

27.9 

27.8 

18.2 

42.9 

57.1 

60.2 

55.7 

79.2 

50.0 

64.9 

60.4 

55.0 

53.1 

69.4 

81.8 

50.0 

9.8 

7.2 

10.4 

4.2 

0.0 

1.1 

1.8 

11.3 

19.0 

2.8 

0.0 

7.1 

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

＜市民対象調査＞

全体（n=858）

【性別】 男性（n=359）

女性（n=481）

【年齢別】 20歳代(n=48)

30歳代(n=68)

40歳代（n=94）

50歳代（n=164）

60歳代（n=238）

70歳以上（n=226）

＜自営業者調査＞

全体（n=36）

【家業別】 農林水産業(n=22)

自営業等(n=14)

④配偶者等からの暴力について相談できる窓口を知っているか 

   配偶者等からの暴力について相談できる窓口を知っているかについてみると、市民対

象調査の全体、性別ではいずれも「知らない」が「知っている」を上回っています。 
年齢別にみると、30 歳代では「知っている」と「知らない」が同数となっていますが、

その他の年代では「知らない」が「知っている」を上回っています。 
また、自営業者対象調査では、農林水産業は「知らない」が 81.8％と、市民対象調査

の全体を 24.7 ポイント上回っています。 

 

■図表15 配偶者等からの暴力について相談できる窓口の認知度（市民対象調査・自営業者対象調査） 
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⑤男女間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要か 

   男女間における暴力の防止に必要なことについてみると、市民対象調査の全体では「被

害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」が 57.5％と最も高く、次いで

「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」が 43.1％、「学校・

大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う」が 42.0％となって

います。 
性別にみると、男性、女性ともに「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口

を増やす」が最も高くなっていますが、次いで男性では「家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う」が 48.5％、女性では「学校・大学で児童・生徒・学

生に対し、暴力を防止するための教育を行う」が 42.6％となっています。また、「家庭で

保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」の割合は、男性が女性を 8.8

ポイント上回っています。 
 

■図表 16 男女間における暴力防止のために必要なこと（市民対象調査） 

加害者への罰則を強化する

その他

特にない

不明・無回答

メディアを活用して、広報・啓発活動を

積極的に行う

被害者が早期に相談できるよう、

身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や

医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

暴力を振るったことのある者に対し、

二度と繰り返さないための教育を行う

暴力を助長するおそれのある情報

（雑誌、コンピューターソフトなど）

を取り締まる

地域で、暴力を防止するための研修会、

イベントなどを行う

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、

暴力を防止するための教育を行う

家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う
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57.5 
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28.0 
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29.5 
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29.1 

2.9 

5.2 

8.5 
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全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）
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自営業者対象調査でも同様の結果となっていますが、自営業者対象調査では「加害者

への罰則を強化する」が 78.6％と、市民対象調査の全体を 42.4 ポイント上回っています。 

 
■図表 17 男女間における暴力防止のために必要なこと（自営業者対象調査） 

 

家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う

暴力を助長するおそれのある情報

（雑誌、コンピューターソフトなど）

を取り締まる

その他

特にない

不明・無回答

地域で、暴力を防止するための研修会、

イベントなどを行う

メディアを活用して、広報・啓発活動を

積極的に行う

被害者が早期に相談できるよう、

身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や

医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

暴力を振るったことのある者に対し、

二度と繰り返さないための教育を行う

加害者への罰則を強化する

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、

暴力を防止するための教育を行う
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全体（n=36） 農林水産業(n=22) 自営業等(n=14)
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⑥ＤＶに関する「ことがら」や「ことば」の認知度 
   ＤＶに関する「ことがら」や「ことば」の認知度についてみると、「ドメスティック・

バイオレンス」は 77.4％となっています。これに対し、「ＤＶ防止法」は 44.6％、「デー

トＤＶ」は 23.7％と低くなっています。 

 性別による差は見られません。 
 

■図表 18 ＤＶに関する「ことがら」や「ことば」の認知度（市民対象調査） 

ドメスティック・バイオレンス

デートＤＶ

ＤＶ防止法

77.4 

23.7 

44.6 

78.8 

20.6 

44.3 

77.8 

26.2 

45.5 

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

全体（n=858） 男性（n=359） 女性（n=481）
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５ 「日光市配偶者からの暴力対策基本計画」の成果と課題 

 「日光市配偶者からの暴力対策基本計画」で定めた４つの基本目標ごとに、社会の動向や

日光市の状況を踏まえ、現行計画の取り組み状況、「日光市男女共同参画に関するアンケート

調査」（平成 26年度実施）に基づき、課題を整理しました。 

 

基本目標Ⅰ ＤＶ防止の意識づくり 

１．ＤＶ未然防止対策の推進 

取り組み状況 
○平成 26年３月に「日光市人権施策推進基本計画」を策定し、この計画の中でＤＶに関す

る正しい認識の周知・啓発に努めることを施策に掲げ、「女性の人権尊重」の視点を持っ

て、暴力の根絶に向けた意識啓発や教育の充実を図りました。 
○日光市教育委員会では、男女の意識が高まることにより、慣習や伝統に基づく固定的な

性別役割分担意識を是正するため、人権だより「未来」を市内小中学生に配布し、義務

教育課程における男女共同参画意識の醸成を図りました。 
○平成 20年度からは、一般市民を対象とした専門講師によるＤＶ防止講演会を開催してい

ます。ＤＶ問題についての正しい理解を促すことで、暴力の根絶に向けた市民意識向上

に取り組みました。 
○市広報紙「にっこう」、市男女共同参画広報紙「はーとふる日光」、市ホームページ等に

おいて、ＤＶに関する情報を掲載し、継続的な啓発に取り組みました。 
○平成 24 年度から市内高等学校の協力のもと、「デートＤＶ」についてのセミナーを開催

し、若年層への啓発により将来のＤＶ発生の未然防止を図りました。また、平成 24年度

にマンガやイラストをふんだんに盛り込んだデートＤＶ防止啓発用小冊子「デートＤＶ

って？？」を作成し、成人式式典参加者、市内高校生、市内中学３年生を対象に配布し、

若年層を対象とした啓発に積極的に取り組みました。 
 
■図表 19 日光市ＤＶ防止講演会参加者数 

【データ：日光市健康福祉部人権・男女共同参画課より】 
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■図表 20 「ＤＶ」や「デートＤＶ」の意味を知っている高校生の割合 

単位：％

71.0

19.0

10.0

H24

64.0

19.0

17.0

H25

知っていた 言葉だけは知っていた 知らなかった

71.0

17.0

12.0

H26

 

＊日光市男女共同参画セミナー高校生編参加者からの回答 

【データ：日光市健康福祉部人権・男女共同参画課】 

 
■図表 21 デートＤＶについての高校生の回答 
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＊日光市男女共同参画セミナー高校生編参加者からの回答 

【データ：日光市健康福祉部人権・男女共同参画課】 

 

 課  題  
○将来のＤＶ発生を未然に防止するためには、若年層からの意識啓発が効果的であること

から、学校等でのデートＤＶ防止啓発事業を教育関係者と連携して推進し、人権教育や

男女共同参画意識の醸成に取り組む必要があります。 

○ＤＶ被害は、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力なども含まれることや、また、家

庭内で行われるＤＶを子どもが見ることも「児童虐待」になるということを広く周知さ

せていく必要があります。 

○男性に対するＤＶ被害について、アンケート調査結果から、被害者となった男性には、

ＤＶを問題視する意識が低い傾向がみられます。早期発見、早期対応するためにも社会

全体でＤＶ問題についての理解を深めるとともに、男性被害者の相談先を充実する必要

があります。 



23 

基本目標Ⅱ ＤＶ被害者に配慮した相談体制づくり 

２．相談体制の充実 

取り組み状況 
○ＤＶ被害者への支援体制の強化のため、「日光市配偶者暴力相談支援センター」において

被害者にとって最も身近な相談窓口としてＤＶ相談に総合的かつ円滑に対応しました。 
○女性相談専用ダイヤル周知カードを市内病院、医院、歯科医院、薬局等を中心に配置し、

相談支援機関の周知啓発を図りました。 
○平成 23年度には、婦人相談員を３名から４名に増員しました。外国語での会話ができる

相談員を配置したことにより、言葉の壁を持つ外国人に配慮した相談体制の充実を図り

ました。また、全国規模で開催される各種研修会等へ積極的に参加することで専門知識

を習得し、複雑化・多様化する相談業務に対応するためのスキルアップを図りました。 
○市外に所在する認定ＮＰＯ法人へ相談業務を委託し、生活圏外に相談の場を確保するこ

とで、ＤＶ被害者が安心し、落ち着いて相談できる環境の整備を図りました。 
 
 課  題  

 ○専門性の高い相談内容や、増加傾向にあるＤＶ相談に、的確かつ迅速に対応するために

は、「日光市配偶者暴力相談支援センター」の体制づくりを充実させ、関係機関とのネッ

トワークづくりを強化させていくことが必要です。 

 ○問題が深刻化する前に、支援窓口につながることが重要です。気軽に相談できる窓口と

して「専用相談ダイヤル」の周知啓発をさらに進めていく必要があります。 

○被害者の相談から一時保護、行政手続等の同行支援、自立に至るまで、被害者の精神的

負担を軽減するため、「共通相談シート」を作成し、二次被害

※4

防止に努める必要があり

ます。 

 

３．被害者の安全確保 
取り組み状況 
○「日光市配偶者からの暴力を受けた者の緊急一時保護に関する要綱」により、ＤＶ被害

者に必要な保護が夜間に発生した場合等、直ちにとちぎ男女共同参画センターで保護す

ることが著しく困難な時には、被害者の同意のもと一時的な保護を適切に行う体制を整

えました。 
 
 課  題  
○引き続き、日光市配偶者暴力相談支援センターにおいて、警察等との連絡を密にし、Ｄ

Ｖ被害者の安全を確保するために同行支援を行うなど、関係機関と連携し、被害者に寄

り添ったきめ細かな支援を行う必要があります。 

 

                                                   
※4

 二次被害：相談員や関係窓口職員などからの被害者に対する不適切な対応によって、被害者がさらに傷つく

こと。 
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基本目標Ⅲ ＤＶ被害者の自立支援 

４．自立支援の充実 

取り組み状況 
○ＤＶ被害者の負担を軽減するため、各種窓口で被害者本人による手続きが必要な場合に

は、被害者本人同意のもと婦人相談員が同行支援や代行して手続きを行う等、迅速な対

応を実施しました。 
○婦人相談員がハローワークへの同行支援を行い、就職支援ナビゲーターと連携した就労

支援を実施しました。 
○ＤＶ被害者に同伴する子どもがいる場合、家庭相談員や保健師等と連携し心のケアに努

めており、保育所の入退所、学校の転校手続き等、婦人相談員が中心となり関係機関と

の調整役として煩雑な手続き等の支援を行いました。 
○ＤＶ被害者の必要とする市外などの広範囲な自立支援情報などを、認定ＮＰＯ法人と連

携・協働を図りながら情報を収集し、提供しました。 
 
 課  題  

 ○ＤＶ被害者は、精神的な不安、健康上の問題、子どもの世話などの問題により就労する

ことが困難です。また、就労していても十分な収入を得ることが困難であり、経済的に

困難な状況に置かれていることが多いため、既存の福祉施策等を活用していくことが重

要です。 

○就職に結びつくような資格・技能取得の支援や、被害者が働きやすい環境を整えるため

に企業等への理解促進をより一層進めていくことが求められています。 

○民間アパート等は家賃が高く、また保証人を探すことも困難になっています。被害者が

安心して生活していくことができる住まいの確保と、支援者を見つけることが重要です。 

○ＤＶは児童虐待と密接に関係しており、加害者から受けた暴力が子どもにも大きく影響

することから、幼少時期から成人まで継続したメンタルケア等の支援や、日常生活や学

校生活において子どもが安心して相談することができる環境の整備に努める必要があり

ます。 
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基本目標Ⅳ ＤＶ対策の推進体制づくり 

５．市における体制整備 

取り組み状況 
○日光市男女共同参画社会づくり推進本部を庁内に設置し、同幹事会を置き、施策管理な

ど庁内ネットワークを構築することで、ＤＶ対策に関する共通認識の強化を図りました。 
 
 課  題  
○庁内関係職員の窓口対応の向上を図るため、被害者対応マニュアルを作成し、施策管理

などＤＶ対策に関する共通認識の強化を図る必要があります。 

 
６．関係機関との連携体制整備 

取り組み状況 
○平成 22年度から日光市配偶者暴力防止対策ネットワーク会議を設置し、ＤＶ防止対策並

びに被害者の適切な保護及び自立支援について、関係各機関相互の連携により組織的に

対応するため、年２回程度会議を開催し、事例検討や取り組み課題の解決などを行いま

した。 
 
 課  題  
○市全体でＤＶ防止を推進するために、引き続き日光市配偶者暴力防止対策ネットワーク

会議の推進を図り、啓発事業から支援事業まで、幅広くＤＶ対策事業における一層の取

り組みを充実していく必要があります。 
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第３章 計画の基本方針 
 

１ 計画の基本的な考え方 

 この計画は、「日光市男女共同参画推進条例」第３条及び「男女共同参画プラン日光（第２

期計画）」に掲げている「男女の人権の尊重」を基本理念としつつ、男女間のあらゆる暴力の

根絶、緊急時の安全確保、被害者の自立支援等の施策を総合的かつ一体的に推進するため、

下記のことを「基本的な考え方」とし、各種事業に取り組みます。 

 

基本理念基本理念基本理念基本理念    男女男女男女男女のののの人権人権人権人権のののの尊重尊重尊重尊重    

基本的な基本的な基本的な基本的な    

考え方考え方考え方考え方    

・ＤＶは重大な人権侵害であるという認識のもと、ＤＶの防止に社会全体で

取り組みます。 

・被害者の安全に配慮し、安心して相談できる環境をつくります。 

・被害者の状況や意思を尊重し、自立に向けての継続的な支援を行います。 

・関係機関・民間団体などＤＶに関連した社会資源との連携・協働のもとに

相談・保護・自立支援を行います。 
 

２ 基本目標 

ＤＶの防止とＤＶ被害者への適切な支援を行うために、次の基本目標を定め、推進します。 

  

Ⅰ ＤＶ防止の意識づくり 

 

Ⅱ ＤＶ被害者に配慮した相談体制づくり 

 

Ⅲ ＤＶ被害者の自立支援 

 

Ⅳ ＤＶ対策の推進体制づくり 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向

① ＤＶ防止に向けた啓発の充実

② 若者へのデートＤＶ防止啓発事業の実施

③ 人権教育・人権啓発の充実

④ 男女共同参画社会づくりの推進

① 配偶者暴力相談支援センターの運営

② 相談窓口の周知の強化

③ 二次被害の防止対策

④ 相談員の資質向上

⑤ 安心して相談できる場の環境整備

⑥ ＮＰＯ法人との連携

① 緊急時における被害者の安全確保

② 被一時保護者への支援

① 被害者に寄り添った自立支援の徹底

② 就業支援

③ 住宅支援

④ 同伴する子に関する対応

⑤ ＮＰＯ法人との連携・協働

⑥ 被害者の必要とする社会資源との連携・協働

① 全庁的な体制整備・庁内ネットワークの推進

② 関係職員の窓口対応力の向上

① ＤＶ防止ネットワークの構築

② 他自治体との連携・協力体制の拡充

３．被害者の安全確保

４．自立支援の充実

５．市における体制整備

２．相談体制の充実

基本目標Ⅱ

ＤＶ被害者に配慮した

相談体制づくり

施策の内容

６．関係機関との連携体制

    整備

基本目標Ⅰ

ＤＶ防止の意識づくり

基本目標Ⅲ

ＤＶ被害者の自立支援

基本目標Ⅳ

ＤＶ対策の推進

体制づくり

１．ＤＶの未然防止対策の

    推進
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第４章 ＤＶ対策に係る施策の展開 
 

基本目標Ⅰ ＤＶ防止の意識づくり 

  

 ＤＶは、外部から発見困難な家庭内で行われることが多く、また、被害者本人からの訴え

が基本であるため、相談窓口の支援につながらず、問題が潜在化しやすい傾向があります。 

未然にＤＶを防止するためには、身体的暴力だけではなく、精神的暴力・経済的暴力・社

会的暴力・性的暴力といった、あらゆる男女間の暴力を「ＤＶである」と認識し、ＤＶへの

正しい理解と、「ＤＶは犯罪である」という問題意識を、市全体で持つ必要があります。 

こうしたことから、市広報紙等を活用し、市民全体でＤＶ防止の共通認識が図られるよう、

継続的に啓発事業を実施します。また、若い世代が将来のＤＶ加害者や被害者とならないよ

う、早期予防の観点から啓発事業を実施します。 
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■計画の見方 

 施策の実施にあたっては、取り組みランクを設定し、実施状況を４段階に振り分けました。 

 ①ＤＶ防止に向けた啓発の充実 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

市ホームページを活

用した継続的な啓発 

ＤＶ被害者が適切な相談等につながる

よう、また、ＤＶ根絶に向け、充実した情

報の提供を進めます。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

市男女共同参画広

報紙「はーとふる日

光」を活用した継続

的な啓発 

全世帯に向けて配布する市男女共同

参画広報紙へＤＶ防止啓発のための記

事を掲載することで、市民の意識向上に

努めます。 

【活動指標：毎年２回】 

Ａ 

ＤＶ防止啓発パンフ

レットの周知・関係機

関（窓口）への配布 

ＤＶ防止啓発パンフレット等を市の各

種窓口、市内医療機関等へ配置します。 

A+ 

市内５地域に向けた

幅広い啓発・パンフ

レット配布 

市内５地域において開催する男女共

同参画セミナーやフォーラムの参加者

へ、ＤＶ防止啓発パンフレット等を配布し

ます。 

【活動指標：毎年６回】 

A+ 

  

 
 
施策の方向１ ＤＶの未然防止対策の推進 

 

①ＤＶ防止に向けた啓発の充実 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

市ホームページを活

用した継続的な啓発 

ＤＶ被害者が適切な相談等につながる

よう、また、ＤＶ根絶に向け、充実した情

報の提供を進めます。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

市男女共同参画広

報紙「はーとふる日

光」を活用した継続

的な啓発 

全世帯に向けて配布する市男女共同

参画広報紙へＤＶ防止啓発のための記

事を掲載することで、市民の意識向上に

努めます。 

【活動指標：毎年２回】 

Ａ 

ＤＶ防止啓発パンフ

レットの周知・関係機

関（窓口）への配布 

ＤＶ防止啓発パンフレット等を市の各

種窓口、市内医療機関等へ配置します。 

A+ 

市内５地域に向けた

幅広い啓発・パンフ

レット配布 

市内５地域において開催する男女共

同参画セミナーやフォーラムの参加者

へ、ＤＶ防止啓発パンフレット等を配布し

ます。 

【活動指標：毎年６回】 

A+ 

 

■取り組みランク 

Ａ+…すでに実施しており、さらなる充実を

めざす取り組み 

Ａ …早急な実施をめざす取り組み 

Ｂ …早期の実施に向けて、調査・研究を進

める取り組み 

Ｃ …実施に向けて段階的に調整を進める

取り組み 
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②若者へのデートＤＶ防止啓発事業の実施 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

成人式でのパンフレ

ット配布 

成人式式典参加者へ、デートＤＶ防止

啓発パンフレット等を配布します。 

【活動指標：毎年１回】 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

市内中学３年生、高

校生へのパンフレッ

ト配布 

デートＤＶ防止啓発パンフレット等を市

内中学３年生、高校生に配布します。 

A+ 

男女共同参画セミナ

ー高校生編における

啓発の実施 

男女共同参画セミナー高校生編の開

催時に、デートＤＶ防止の意識づけに関

する啓発活動を行います。 

A+ 

 
③人権教育・人権啓発の充実 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

日光市人権施策推

進基本計画と連動し

た効果的な啓発等

の実施 

11 月の「女性に対する暴力をなくす運

動

※5

」の期間中に開催されるイベントを通

じて、広報・啓発を行います。 

【活動指標：毎年１回】 

A 

人権・男女共

同参画課 

学校教育課 

生涯学習課 

小学生・中学生への

ＤＶ防止啓発の機会

の充実 

日光市教育委員会や人権擁護委員

等、各関係機関と連携し、人権尊重の意

識啓発のための出前講座の実施や人権

教育広報紙を発行します。 

【活動指標：毎年２回】 

A 

家庭教育学習機会

の充実 

保護者の家庭教育力向上のため、家

庭教育講演会等プログラムメニューに「人

権教育・人権啓発」を加え、家庭教育学

習機会の充実を図ります。 

Ａ 

 

④男女共同参画社会づくりの推進 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

「男女共同参画プラ

ン 日 光 （ 第 ２ 期 計

画）」の推進 

男女間のあらゆる暴力の根絶をめざし

て、「男女共同参画プラン日光（第２期計

画）」との連携を図ります。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

                                                   
※5

 女性に対する暴力をなくす運動：女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図るために、国が平成

12年度から実施しています。11月 25日（国連で採択された「女性に対する暴力撤廃国際日」）を最終日とす

る２週間です。
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基本目標Ⅱ ＤＶ被害者に配慮した相談体制づくり 

  

 日光市では、４名の婦人相談員を配置し、状況によっては相談を受ける場所を変える等、

被害者の心情に配慮し、ＤＶ相談に柔軟に対応していますが、相談件数は減少することなく

推移しており、相談者の置かれている状況も多種多様です。そのため、現在の相談窓口体制

をより充実させ、関係機関とのネットワークづくりを強化させていく必要があります。 

 相談体制の充実としては、まず、ＤＶ被害が深刻化する前に支援相談につながるよう、引

き続き気軽に相談できる窓口の周知の強化を図ります。 

また、相談内容が多種の窓口にわたる場合、ＤＶ被害者の各窓口での相談時における精神

的負担を軽減するため、「共通相談シート」を作成し、二次被害防止に努めます。 

 緊急性のある相談内容については、警察、「とちぎ男女共同参画センター」等と一層の連携・

協働を図り、速やかなＤＶ被害者の安全確保に努めます。 

 

施策の方向２ 相談体制の充実 

 

①配偶者暴力相談支援センターの運営 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

配偶者暴力相談支

援センターの運営 

被害者にとって最も身近な相談窓口と

して、ＤＶ相談に総合的かつ円滑に対応

するため、関係部署・関係機関等と連携

し、被害者が抱えている個々の事案に応

じたきめ細かな相談支援を行います。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

 

②相談窓口の周知の強化 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

市広報紙、パンフレ

ット、チラシなど、あら

ゆる媒体と手法の活

用 

市関係機関、市内医療機関等の窓口

や女性用トイレにＤＶ相談窓口に関する

パンフレットとカードを設置し、相談窓口

を周知します。さらに、市広報紙等を用い

た啓発の機会のたびに、市相談窓口を

周知する広報活動を行います。 

【数値目標：配置確認 年１回】 

Ａ 

人権・男女共

同参画課 

生活安全課 

社会福祉課 

子育て支援課 

健康課 

学校教育課 

市民課 

他窓口各課 
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③二次被害の防止対策 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

多種窓口での相談

時の円滑な手続きの

実施 

ＤＶ被害者の気持ちに配慮したスムー

ズな行政手続の窓口対応ができるよう「共

通相談シート」を作成し、相談者の精神

的負担を軽減します。 

Ａ 

人権・男女共

同参画課 

 

④相談員の資質向上 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

全国の各種研修（Ｏ

ＦＦ－ＪＴ）への積極

的参加の推進 

相談員の援助技術向上や専門知識の

習得を図るため、全国規模で開催される

各種研修へ積極的に参加します。 

【数値目標：毎年２回】 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

 

⑤安心して相談できる場の環境整備 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

被害者の心理に配

慮した相談環境の提

供、整備 

被害者が周囲の目を気にすることな

く、相談室に入室でき、落ち着いて相談

できるよう、相談時の対応や相談環境の

整備に細心の注意を払います。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

加害者が容易に立

ち入ることのできない

庁舎外相談場所の

確保 

加害者からの追跡を避けることができる

環境で、安全安心に相談ができる相談場

所を確保します。 

Ｃ 

 

⑥ＮＰＯ法人との連携 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

ＮＰＯ法人との連携 

被害者の生活圏外での相談の場を確

保するため、ＮＰＯ法人等と連携を図りま

す。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 
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施策の方向３ 被害者の安全確保 

 

①緊急時における被害者の安全確保 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

警察、「とちぎ男女共

同参画センター」、

民間シェルターとの

連携・協働の強化 

緊急時においては、警察や栃木県配

偶者暴力防止対策ネットワーク会議にお

いて県内関係各機関との連絡を密にし、

緊急時には速やかに被害者の安全を確

保します。 

【数値目標：毎会議出席】 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

生活安全課 

緊急一時保護の実

施 

直ちに一時保護所への入所が困難な

場合には、民間の宿泊施設等と提携し、

被害者の同意のもと一時保護所等へ入

所するまでの間に避難できる場所の確保

を行います。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

 

②一時保護者への支援 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

「とちぎ男女共同参

画センター」との連

携・協働の推進 

一時保護後の生活に円滑に移行でき

るよう、入所期間中、日光市婦人相談員

が保護命令申立てにかかる裁判所への

同行支援等、退所後も安心して生活がで

きるよう、助言・指導等を行います。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 
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基本目標Ⅲ ＤＶ被害者の自立支援 

  

ＤＶ被害者は、精神的な不安、健康上の問題、子どもの世話など、多くの問題を抱えてい

る場合があり、あらゆる場面において、継続した支援が必要になります。 

被害者が自立し、安心して生活するためには、就業の促進や就業後の生活支援、住宅の確

保のほか、さまざまな支援制度を活用する必要があります。被害者の負担を軽減するため、

複数部署にまたがる支援制度の情報提供や手続きについて、被害者の同意のもと「共通相談

シート」を活用し、相談員による同行支援を行います。 

また、被害者や同伴する子の心情に配慮し、適切な対応に努めるとともに、被害者の必要

とする社会資源との連携といった広範囲な自立支援を行います。 

 

施策の方向４ 自立支援の充実 

 

①被害者に寄り添った自立支援の徹底 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

各種手続きにおける

適切な情報管理と迅

速な対応の実施 

住所の変更、児童扶養手当、母子父

子寡婦福祉資金等の生活資金や健康保

険の取り扱い、各種証明書交付、生活保

護の相談については、被害者の同意に

基づき「共通相談シート」を活用し、ワンス

トップ化を図り、相談員の同行支援により

迅速な対応を実施します。 

Ａ 

人権・男女共

同参画課 

生活安全課 

社会福祉課 

子育て支援課 

健康課 

学校教育課 

市民課 

保険年金課 

他窓口各課 

市内団体・組織立ち

上げに向けた、自立

支援を担う人材の育

成 

身近な地域における見守りなど、日常

生活において必要なときに被害者に寄り

添える支援者の育成が求められることか

ら、地域での見守りを実施できる人材養

成講習会を開催します。 

【活動指標：年１回】 

Ａ 
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②就業支援 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

個々の状況を踏まえ

た就業に関する情報

提供・生活支援の実

施 

ひとり親家庭を対象として、母子父子

自立支援員による就労や福祉資金貸付

などの相談を行うとともに、ハローワークと

の連携をとおして職種情報・就職後の生

活支援の情報提供などの就労支援を行

います。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

商工課 

 

③住宅支援 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

一時保護後の住居

確保の支援及び、市

営住宅入居における

配慮の実施 

関係機関との情報共有と連携を図り、

被害者のニーズに合った住まいが確保で

きるよう支援を行います。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

建築住宅課及

び各行政セン

ター 

 

④同伴する子に関する対応 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

乳幼児、児童、生徒

を同伴するケースへ

の対応の充実 

同伴する子どもが安全・安心に就園・

就学できるよう、保育所の入退所、就学、

転校等、関係機関と連携し個人情報の取

り扱いに配慮した手続きを行うとともに、

二次被害を防止するための適切な情報

管理を行います。また被害者親子の心の

ケア、安全確保、健康回復に向け、保健

師や民間支援団体等と連携し対応しま

す。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

健康課 

子育て支援課 

学校教育課 

 

⑤ＮＰＯ法人との連携・協働 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

ＮＰＯ法人との連携・

協働の推進 

ＮＰＯ法人との連携・協働を図り、市外

など広範囲な自立支援に必要な情報提

供を実施します。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 
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⑥被害者の必要とする社会資源との連携・協働 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

医療機関、各種福祉

施設、弁護士など社

会資源との連携・協

働の推進 

被害者の状況に応じ、離婚・親権等の

民事問題に関する情報提供と各種相談

窓口の紹介を行います。健康に不安のあ

る方については、保健師等へ相談のとり

つぎを行います。 

A+ 

人権・男女共

同参画課 
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基本目標Ⅳ ＤＶ対策の推進体制づくり 

   

ＤＶ対策に係る具体的な取り組みを推進するためには、市役所における推進体制の充実を

図る一方、関係機関との連携体制の整備が重要です。 

 市における全庁的な推進を図るため、日光市男女共同参画社会づくり推進本部において庁

内ネットワークの更なる推進を図り、施策の進捗、目標数値の管理などＤＶ対策における一

層の取り組みを充実します。 

 また、関係職員の窓口対応力の向上を図るため、被害者対応マニュアルの作成や、実務に

即したＯＪＴ（職場内研修）を実施します。 

 さらに、人権擁護委員・民生委員児童委員・医療機関・学校・警察など関係機関との連携

を図り、ＤＶ防止ネットワークを構築し、市全体でのＤＶ防止意識の醸成を図ります。 

 

施策の方向５ 市における体制整備 

 

①全庁的な体制整備・庁内ネットワークの推進 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

施策管理などＤＶ対

策に関する共通認

識の強化・庁内ネット

ワークの推進 

全庁的な組織である日光市男女共同

参画社会づくり推進本部、同幹事会会議

を開催し、庁内共通認識の強化を図りま

す。 

【活動指標：毎年各２回】 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

全課 

 

②関係職員の窓口対応力の向上 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

関係職員の窓口対

応力の向上 

関係職員の窓口対応力の向上を図る

ため、「被害者対応マニュアル」を作成し

ます。 

Ａ 

人権・男女共

同参画課 

生活安全課 

社会福祉課 

子育て支援課 

健康課 

学校教育課 

市民課 

他窓口各課 

実務に即し たＯＪＴ

（職場内研修）の実

施 

窓口対応力の向上を図るため、関係職

員（各種窓口）の実務に即した研修を行

います。 

【活動指標：毎年１回】 

Ａ 
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施策の方向６ 関係機関との連携体制整備 

 

①ＤＶ防止ネットワークの構築 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

関係機関との連携に

よるＤＶ防止意識の

醸成 

人権擁護委員・民生委員児童委員・医

療機関・学校・警察・民間団体などで構

成する、日光市配偶者暴力防止対策ネッ

トワーク会議を開催し、連携強化を図りま

す。さらに会議内研修を行い、意識醸成

をめざします。 

【活動指標：毎年１回】 

A+ 

人権・男女共

同参画課 

全課 

 

②他自治体との連携・協力体制の拡充 

取り組み 内容 

取り組み 

ランク 

担当課 

他自治体との連携・

相互協力体制の拡

充 

他市町村へ転出した被害者が、迅速

かつ適切な各種支援が受けられるよう、

情報の共有化を図り、連携を強化しま

す。 

A 

人権・男女共

同参画課 
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目標数値一覧 

 

 今後、この計画の進捗や取り組みの成果を把握していくため、「成果指標（取り組みの結果、

何がどのようになっているか）」を設置し、この成果指標を達成するための「活動指標（何を

どれくらいやるか）」を基本目標ごとに設けました。 

 

成果指標 現状値（H26） 目標値（H32） 

「ＤＶ」や「デートＤＶ」の意味を知っている高校生の割合 71.0％ 77％ 

配偶者等からの暴力について正しく理解している人の割合 ― 80％ 

 

基本目標 活動指標 目標値 

基本目標Ⅰ 
ＤＶ防止の意識

づくり 

全世帯に向けて配布する広報紙へ、ＤＶ防止啓発のための

記事を掲載する。 
毎年２回 

市内５地域において開催する男女共同参画セミナーやフォ

ーラムの参加者へ、ＤＶ防止啓発パンフレット等を配布する。 
毎年６回 

成人式式典参加者へ、デートＤＶ防止啓発パンフレット等を

配布する。 
毎年１回 

「女性に対する暴力をなくす運動」の期間中に開催されるイ

ベントを通じて、広報・啓発を行う。 
毎年１回 

市内小中学生に向けた出前講座の実施や人権教育広報紙

の発行を行う。 
毎年２回 

基本目標Ⅱ 
ＤＶ被害者に配

慮した相談体制

づくり 

市関係機関、市内医療機関等の窓口や女性用トイレにＤＶ

相談窓口に関するパンフレットとカードを設置し、配置の確認を

する。 

年１回 

相談員の援助技術向上や専門知識の習得を図るため、全国

規模で開催される各種研修へ参加する。 

毎年２回 

栃木県配偶者暴力防止対策ネットワーク会議に出席する。 毎会議出席 

基本目標Ⅲ 
ＤＶ被害者の 
自立支援 

地域での見守りを実施できる人材養成講習会を開催する。 年１回 

基本目標Ⅳ 
ＤＶ対策の推進

体制づくり 

日光市男女共同参画社会づくり推進本部、同幹事会会議を

開催する。 
毎年各２回 

関係職員（各種窓口）の実務に即した研修を行う。 毎年１回 

日光市配偶者暴力防止対策ネットワーク会議内研修を行う。 毎年１回 
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資料編 
 
１ 関係機関・民間団体との連携・協働図 

 

 

 

○人権・男女共同参画課 

（日光市配偶者暴力相談支援

センター） 

 

【支援内容】 

・相談、助言 

・緊急時における被害者の安全確保

（緊急一時保護） 

・保護命令申立等の法的手続におけ

る同行・助言 

・一時保護施設への同行、助言 

・自立支援事業の実施、情報提供 

○市の各相談窓口（福

祉事務所など） 

               

 

○県配偶者暴力 

相談支援センター 

（とちぎ男女共同参画

センター） 

○児童相談所 

○他市町の相談窓口 

○ＮＰＯ法人（民間団

体）等 

 
○市民 

○学校 

○保育園・幼稚園 

○医療機関 

○県健康福祉センター 

○民生委員・児童委員等 

 

○警察 

加害者を引き離

してほしい 

保護命令申立 
（警察又は配偶者

暴力相談支援セン

ター要相談） 

 

○警察 

・安全対策 

 

 

○児童相談所 

・子どもの心の

ケア 

○とちぎ男女共同

参画センター 

・一時保護の決定 

・一時保護 

○民間シェルター等 

・一時保護 

日光市における 

自立支援事業 

 

・被害者に寄り添った自立支

援（「共通相談シート」を

活用した迅速な対応と適

切な情報管理の実施） 

・就業支援 

・住宅支援 

・同伴する子に関する対応 

・NPO 法人との連携・協働 

・被害者の必要とする社会資

源との連携・協働 

 

○ＮＰＯ法人 

○民間シェルター 

（一時避難） 

○県 

○他自治体（福祉

事務所） 

○弁護士 

○医療機関 等 

相
談
 

相
談
 

相
談
 

 

○地方裁判所 

相談・発見・通報 

一時保護 

自立支援 

ＤＶを発見ＤＶを発見ＤＶを発見ＤＶを発見    

連携 

相談機関の案内 

通報・相談要請 

保護命令 

発令 

保護命令 

発令の通知 

連携 

連携 

連
携
 

一部委託 

連携・協働 

連携・協働 

一時保護要請・連携 

ＤＶ被害者ＤＶ被害者ＤＶ被害者ＤＶ被害者    

連携 
連携 

地裁の請求に 

基づく書面の提出 

連携 

連携 連携 

連
携
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２ 庁内におけるＤＶ相談概要図 

 

  

庁 内 

安心な生活 

不安な生活 

DV 被害者 
そ

の
他

関
係

課
 

健
康

課
 

社
会

福
祉

課
 

学
校

教
育

課
 

子
育

て
支

援
課

 

市
民

課
 

 

①
相

談
 

（被害者本人による手続きの際

は、精神的負担を軽減） 

③各サービス・

情報提供 

⑤各サービス・情報を

受けての生活へ 

⑥自立への支援 

人権・男女共同参画課 

（日光市配偶者暴力相談支援センター） 
婦人相談員４名 

 
 

 

④ 

不安の軽減 

②相談ニーズに合った

窓口へワンストップ

相談を依頼 

共通相談共通相談共通相談共通相談シートシートシートシート    

（迅速な対応と適切

な情報管理の実施） 

＋

相談員相談員相談員相談員のののの

同行支援同行支援同行支援同行支援    

DV 被害者 
自立した生活へ 

経済的

なこと

… 

子ども

のこと

… 

健康面

のこと

… 

転居の

こと… 
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３ 策定経過 

 

日時 会議等 備考 

H26/9/9 幹事会会議 ・骨子案協議 

H26/10/7 推進本部会議 ・骨子案の決定 

H26/11/10～ 

H26/11/21 

「日光市男女共同参画に関するアンケー

ト調査」実施 

・市内在住 20歳以上の市民 

・市内事業所（従業員 10名以上） 

・市内で農林水産業及び自営業等に従

事している方 

H27/3/9 審議会 ・アンケート結果報告 

H27/3/13 幹事会会議 ・アンケート結果報告 

H27/3/18 推進本部会議 ・アンケート結果報告 

H27/7/10 第１回庁内関係課等ワーキング会議 ・計画素案の検討、協議 

H27/7/23 第１回検討委員会 ・計画素案の検討、協議 

H27/8/17 幹事会会議 ・計画素案の中間報告 

H27/8/21 推進本部会議 ・計画素案の中間報告 

H27/9/11 第２回庁内関係課等ワーキング会議 ・計画素案の検討、協議 

H27/10/6 第２回検討委員会 ・計画素案の検討、協議 

H27/10/22 第３回庁内関係課等ワーキング会議 ・計画素案の検討、協議 

H27/10/29 

第３回検討委員会 ・計画素案の検討、協議 

第１回ＤＶネットワーク会議 ・計画素案の検討、協議 

H27/12/17 幹事会会議 ・計画素案の協議 

H27/12/25 部長会議 ・計画素案の協議 

H28/1/8 推進本部会議 ・計画素案の決定 

H28/1/12 審議会（諮問） ・市長より審議会へ計画原案諮問 

H28/1/12 市議会議員全員協議会 ・計画原案の報告 

H28/1/15 

～H28/2/3 

パブリックコメントの実施 ・計画原案の周知、市民意見の募集 

H28/2/15 審議会（答申） ・審議会より市長へ答申書提出 

H28/2/16 幹事会会議 ・計画修正原案協議 

H28/2/22 部長会議 ・計画修正原案協議 

H28/3/10 推進本部会議 ・計画最終案の決定 

H28/3/22 市議会議員全員協議会 ・計画最終案の報告 
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４ 日光市配偶者からの暴力対策基本計画検討委員会 

 

○日光市配偶者からの暴力対策基本計画検討委員会設置要綱 

平成 26年 12 月１日 

告示第 125号

（設置） 

第１条 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 年法律第

31 号。以下「法」という。）第２条の３第３

項の規定に基づく市町村基本計画（以下「基

本計画」という。）の策定に当たり、基本計

画の調査及び検討を行うため、日光市配偶者

からの暴力対策基本計画検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、

法において使用する用語の例による。 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

（１） 基本計画を策定するために必要な事

項の調査及び検討に関すること。 

（２） その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第４条 委員会は、委員 10 人以内をもって

組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 関係団体から推薦を受けた者 

（４） 配偶者からの暴力の防止の推進に関

心を持つ者であって公募による者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から当該委

嘱の日の属する年度の末日までとする。 

２ 前項の委員に欠員を生じたときの補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置

き、委員の互選によりこれを決定する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理

する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に

事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）

は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、過半数の委員が出席しなけれ

ば、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

４ 委員会は、必要と認めたときは、委員以

外の者に会議への出席を求め、その意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求

めることができる。 

（事務局） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部人権・

男女共同参画課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要

な事項は、委員長が会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 26年 12 月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初に開かれる会議

は、第７条第１項の規定にかかわらず、市長

が招集する。
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○日光市配偶者からの暴力対策基本計画（第２期計画）検討委員会委員名簿 

任期：平成 27年７月１日～平成 28 年３月 31日 

◎委員長 ○副委員長 

 

№ 氏名 関係団体等名 

1 ◎ 長谷川 敬 公募委員 

2 ○ 渡辺 惠子 日光人権擁護委員協議会 

3   中村 明美 

学識経験者 

（認定ＮＰＯ法人ウイメンズハウスとちぎ） 

4   飯村 晃 栃木県今市警察署 

5   山瀬 隆史 栃木県日光警察署 

6   星野 恵子 上都賀郡市医師会北部地区医師会 

7   小田桐 美代子 日光市民生委員児童委員協議会連合会 

8   宮内 澄眞子 日光市男女共同参画社会づくり市民会議 

9   吉原 由美子 公募委員 

10   八木澤 健一 公募委員 

 



45 

５ 日光市男女共同参画推進条例 

 

平成 21 年 3 月 12 日  
条例第 5 号

目次  
前文  
第 1 章  総則 (第 1 条―第 7 条 )  
第 2 章  男女共同参画の推進に関す

る基本的施策 (第 8 条―第 18 条 )  
第 3 章  男女共同参画の推進を阻害

する行為の制限等 (第 19 条―第 23
条 ) 

第 4 章  日光市男女共同参画審議会

(第 24 条 )  
第 5 章  雑則 (第 25 条 ) 
附則  

すべての人は平等であり、性別に

かかわらず、一人ひとりが尊重され

なければなりません。  
わが国では、日本国憲法において、

個人の尊重と法の下の平等がうたわ

れ、国際社会と連動しながら、男女

共同参画社会の形成に関する取組み

が進められています。  
日光市においては、男女共同参画

の推進をまちづくりの重要な方策と

して位置付け、男女共同参画社会の

実現に向けた取組みを積極的に進め

ています。  
しかし、家庭や職場、地域の中で、

依然として性別による固定的な役割

分担意識に基づく社会制度や慣行が

根強く存在しており、個人の自由な

活動や生き方の選択に影響を及ぼし

ています。  
また、一方では、ドメスティック・

バイオレンスなどの性別に起因する

暴力が、人権を侵害する行為として

男女共同参画の推進を妨げています。 
さらに、私たちを取り巻く状況は、

本格的な少子高齢化、家族形態の多

様化、国際化及び高度情報化の進展

などの急速な変化に直面しています。 
このような状況に対応していくた

めには、家庭や職場、地域における

男女の従来の意識を改革し、男女が

互いの人権を尊重し、共に協力し合

い、責任を担い、一人ひとりの個性

と能力を十分に発揮できる男女共同

参画社会を早急に形成し、仕事と生

活の調和 (ワーク・ライフ・バランス )
が保たれ、人と人との心が通い合う、

思いやりに満ちた温かいまちを築い

ていくことが重要であります。  
ここに日光市は、あらゆる分野の

人々が協働して「一人ひとりが輝く

男女共同参画のまち日光」を早期に

実現することを決意し、この条例を

制定するものです。  
第 1 章  総則  
(目的 ) 
第 1 条 この条例は、男女共同参画

の推進に関する基本理念を定め、

市、市民、事業者及び教育に関わ

る者の責務を明らかにするととも

に、男女共同参画の推進に関する

市の施策の基本的事項を定めるこ

とにより、男女共同参画を総合的

かつ計画的に推進し、男女共同参

画社会の実現を図ることを目的と

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 男女が、性別に

かかわらず個人として尊重され、

家庭、職場、学校、地域その他の

生活において対等に参画し、一人

ひとりの個性及び能力が十分に発

揮され、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、

共に責任を担うことをいう。  
(2)  市民  市内に居住する者並び

に市内において働く者、学ぶ者及

び活動する者をいう。  
(3)  事業者  市内において事業を

行う個人、法人その他団体をいう。 
(4)  積極的改善措置  社会のあ ら

ゆる分野における活動に参画する

機会に係る男女間の格差を是正す
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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。 
(5) ドメスティック・バイオレンス  

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。)、恋人等の親密な

関係 (配偶者であった者及び恋人

等 の親密な 関 係 に あ っ た 者 を 含

む。)において行われる身体的、精

神的、経済的又は性的な苦痛を与

える暴力その他言動をいう。  
(6)  セクシュアル・ハラスメン ト 

性的な言動により相手方に不快感

を与えること若しくは生活環境を

害すること又はその相手方の対応

によりその者に不利益を与えるこ

とをいう。  
(7) ワーク・ライフ・バランス  仕

事と生活の調和をいい、誰もが、

仕事、家庭生活、地域生活、個人

の自己啓発その他の活動について、

自らの希望に沿った形で展開でき

る状態をいう。  
(基本理念 )  
第 3 条 男女共同参画の推進は、次

に掲げる基本理念に基づき行われ

なければならない。  
(1)  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

別による差別的取り扱いを受けな

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、

男女の性別に起因した暴力が根絶

されることその他の男女の人権が

尊重されること。  
(2) 男女が、性別による固定的な役

割分担意識に基づく社会制度や慣

行にとらわれることなく多様な生

き方を選択することができるよう

意識の改革が進められること。  
(3) 男女が、社会の対等な構成員と

して、市における政策又は家庭、

職場、学校、地域その他のあらゆ

る分野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。  
(4) 男女が、家庭の重要性を認識し、

子育て、介護その他の家庭生活に

おける活動について、互いに協力

し合い、家庭生活と家庭生活以外

の社会における活動との両立がで

きるよう配慮されること。  
(5) 家庭、職場、学校、地域その他

のあらゆる分野の教育が、男女の

人権の尊重を基本として行われる

こと。  
(6)  男女が互い の 身体的特徴及 び

性についての理解を深め、かつ、

尊重し合うことにより、生涯にわ

たり心身共に健康な生活を営むこ

とができるようにすること。  
(7)  男女共同参 画 の推進のため の

取組みが、国際社会の動向と密接

な関係があることを考慮し、国際

社会と協調して行われること。  
(市の責務 )  
第 4 条 市は、前条の基本理念 (以下

「基本理念」という。)にのっとり、

男女共同参画の推進に関する施策

(積極的改善措置を含む。以下同

じ。)を総合的かつ計画的に策定し、

実施しなければならない。  
2 市は、前項の規定による施策以外

の施策の策定及び実施に当たって

は、基本理念に沿うよう配慮しな

ければならない。  
3 市は、男女共同参画の推進に関す

る施策を推進するため、必要な推

進体制を整備するとともに、財政

上の措置その他の必要な措置を講

じなければならない。  
4 市は、男女共同参画の推進に当た

っては、自らが率先し、市民及び

事業者と協働し、国及び他の地方

公共団体と連携して取組まなけれ

ばならない。  
(市民の責務 ) 
第 5 条 市民は、基本理念にのっと

り、男女共同参画に関する理解を

深め、かつ、男女共同参画の推進

に自らが積極的に取組むよう努め

なければならない。  
2 市民は、市が実施する男女共同参

画の推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、その事業活動を

行うに当たっては、基本理念にの
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っとり、男女が職場における活動

に対等に参画する機会の確保及び

ワーク・ライフ・バランスに配慮

し、男女共同参画の推進に積極的

に取組むよう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

参画の推進に関する施策に協力す

るよう努めなければならない。  
(教育に関わる者の責務 ) 
第 7 条 家庭、職場、学校、地域そ

の他のあらゆる分野の教育におい

て、次代を担う子どもの教育に関

わる者は、個々の教育を行う過程

において、基本理念に配慮した教

育を行うよう努めなければならな

い。  
第 2 章  男女共同参画の推進に関す

る基本的施策  
(基本計画 )  
第 8 条 市長は、男女共同参画の推

進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するため、男女共同参画

の推進に関する基本的な計画 (以
下「基本計画」という )を策定する

ものとする。  
2 基本計画の策定に当たっては、基

本理念に基づかなければならない。 
3 市長は、基本計画の策定及び変更

に当たっては、市民等の意見を反

映することができるよう必要な措

置を講ずるとともに、第 24 条に規

定する日光市男女共同参画審議会

の意見を聴くものとする。  
4 市長は、基本計画を策定又は変更

したときは、速やかにこれを公表

するものとする。  
(市民の理解を深めるための措置等 )  
第 9 条 市は、市民が、男女共同参

画についての関心と理解を深め、

男女共同参画の推進に向けた取組

みを積極的に行うことができるよ

う、広報啓発活動、情報提供その

他必要な措置を講ずるものとする。 
2 市は、男女共同参画推進のための

人材育成を行うため、研修の実施、

活動の場の提供その他の必要な措

置を講ずるものとする。  
3 市は、刊行物等を作成するに当た

っては、性別による固定的な役割

分担等を助長し、又は連想させる

ような表現を用いることにより、

男女共同参画の推進を阻害するこ

とのないよう努めなければならな

い。  
(事業者が行う活動への支援等 )  
第 10 条 市は、事業者が行う男女共

同参画の推進に関する活動を支援

するため、情報提供、助言その他

の必要な措置を講ずるものとする。 
(農林水産業及び家族経営的な商工

業等の分野における措置 )  
第 11 条 市は、農林水産業及び家族

経営的な商工業等の分野において、

男女が個人として能力を十分に発

揮し、その能力が正当に評価され、

経営における対等な構成員として

仕事と生活の責任を担い合うこと

ができるよう、必要な措置を講ず

るものとする。  
(学習活動への支援 ) 
第 12 条 市は、家庭、職場、学校、

地域その他のあらゆる分野の教育

の場において、男女共同参画の推

進のための学習機会の充実及び学

習活動への支援を行うものとする。 
(仕事と生活の両立支援 ) 
第 13 条 市は、男女が、子育て、介

護等の家庭生活において、相互に

協力 し 合 え る よ うワーク・ライ

フ・バランスに配慮した必要な支

援を行うものとする。  
2 市は、事業者が行うワーク・ライ

フ・バランスに配慮した取組みを

支援するため、必要な措置を講ず

るものとする。  
(政策・方針決定の場における委員等

の構成 )  
第 14 条 市は、附属機関等を設置す

るに当たり、男女が共に政策の立

案及び決定並びに具体的な施策の

実施に参画できる機会を確保し、

必要に応じて積極的改善措置を講

ずることにより、男女双方の視点

が欠けることのないよう努めるも

のとする。  
2 市は、社会のあらゆる分野におけ

る活動の意思決定過程において、

男女間に参画する機会の格差が生

ずることのないよう必要な措置を
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講ずるよう努めるものとする。  
3 市は、政策の立案及び決定並びに

具体的な施策の実施に当たっては、

性別にかかわらず、市の職員個人

の意欲と能力に応じて均等な機会

を確保し、率先して男女共同参画

を推進するものとする。  
(年次報告 )  
第 15 条 市長は、男女共同参画の推

進に関する施策の実施内容及び進

捗状況について、年次報告書を作

成し、これを公表するものとする。 
(表彰 ) 
第 16 条 市長は、男女共同参画推進

のための取組みを積極的に行って

いる事業者を表彰することができ

る。  
2 市長は、前項の規定により表彰を

行ったときは、当該表彰を受けた

者の取組みを公表するものとする。 
3 前 2 項に定めるもののほか、表彰

の基準その他表彰に関し必要な事

項は、規則で定める。  
(男女共同参画週間 ) 
第 17 条 市は、市民及び事業者の男

女共同参画の推進についての理解

を深めるため、男女共同参画都市

宣言の日を記念し、毎年 3 月に日

光市男女共同参画週間を設けるも

のとする。  
(意見等の申出への対応 ) 
第 18 条 市民及び事業者は、市が実

施する施策において、男女共同参

画 の 推 進 に 関 係 す る 意 見 や苦情

(以下「意見等」という。 )がある

ときは、規則で定めるところによ

り、市長に申し出ることができる。 
2 市長は、前項の申出があった場合

は、適切に対応するとともに、必

要と認めるときは、第 24 条に規定

する日光市男女共同参画審議会の

意見を聴くものとする。  
3 市長は、第 1 項の意見等の申出に

ついて、当該申出を行った者に対

し、意見等への対応を通知するも

のとする。  
第 3 章  男女共同参画の推進を阻害

する行為の制限等  
(性別に起因する権利侵害の禁止 )  
第 19 条 何人も、家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野

において、直接的又は間接的を問

わず、性別に起因する権利侵害や

差別的取り扱いを行ってはならな

い。  
2 何人も、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、ドメスティック・バイオ

レンスその他男女間において身体

的、精神的な苦痛を与える暴力そ

の他の言動を行ってはならない。  
(性別に起因する権利侵害に関する

相談 )  
第 20 条 市は、前条に関する相談に

対し、適切な対応を行うために必

要な相談体制の整備を行うものと

する。  
2 市は、前条に関する相談に対して

は、関係機関と連携して適切かつ

迅速に必要な支援を行うものとす

る。  
(性別に起因する暴力に対する措置 )  
第 21 条 市は、セクシュアル・ハラ

スメント、ドメスティック・バイ

オレンスその他性別に起因する暴

力を防止し、その被害者に必要な

支援を行うための措置を講じなけ

ればならない。  
(被害者の緊急一時保護 ) 
第 22 条 市は、前条に規定する暴力

を受けた者からの申し出があった

ときは、別に定めるところにより、

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

その同伴する家族をいう。)の緊急
一時保護を行うものとする。  

(公衆に表示する情報への配慮 )  
第 23 条 何人も、公衆に表示する情

報が社会に及ぼす影響を考慮し、

性別による固定的な役割分担又は

男女間の暴力的行為を助長し、又

は連想させる表現にならないよう

配慮しなければならない。  
第 4 章  日光市男女共同参画審議会  
(日光市男女共同参画審議会の設置

及び組織 )  
第 24 条 男女共同参画の推進を図

るため、日光市男女共同参画審議

会 (以下「審議会」という。 )を設

置する。  
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2 審議会は、この条例に定めるもの

のほか、次に掲げる事務を行う。  
(1) 市長の諮問に応じ、男女共同参

画の推進に関する基本的かつ総合

的な施策及び重要事項を調査審議

すること。  
(2)  男女共同参 画 の推進に関す る

施策の実施状況について、必要に

応じ調査し、市長に意見を述べる

こと。  
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、市

長が特に必要と認めた諮問に応じ、

答申すること。  
3 審議会は、市長が委嘱する 20 人

以内の委員をもって組織する。  
4 審議会は、男女のいずれの委員の

数も、委員の総数の 10 分の 4 未満
とならないものとする。ただし、

市長がやむを得ない事情があると

認めたときは、この限りではない。 
5 委員の任期は、2 年とし再任を妨

げない。ただし、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、審議

会の組織及び運営に関し必要な事

項は、市長が規則で定める。  
第 5 章  雑則  
(委任 ) 
第 25 条 この条例の施行に関し必

要な事項は、市長が別に定める。  
附  則  
この条例は、平成 21 年 4 月 1 日か

ら施行する。
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６ 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４月 13 日 法律第 31 号 

平成 19年７月 11 日 法律第 113 号 

最終改正 平成 26 年４月 23 日法律第 28 号

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１章 総則 

（定義） 
第１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２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。 
 
第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計

画等 

（基本方針） 
第２条の２ 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１項及び

第３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１項の都道府県基本計画及び

同条第３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
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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２条の３ 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２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３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。 
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６号、第５条及び第８

条の３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４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３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。 
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（婦人相談員による相談等） 
第４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５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３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６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 40年法律第 45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２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７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３条

第３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８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 29年法律第 162 号）、警察官職

務執行法（昭和 23 年法律第 136 号）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８条の２ 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

15条第３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８条の３ 社会福祉法（昭和 26 年法律第

45 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 25年法律第 144号）、児

童福祉法（昭和 22 年法律第 164号）、母子

及び寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129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９条 配偶者暴力相談支援センター、都道

府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町

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
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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９条の２ 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４章 保護命令 

（保護命令） 
第 10 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 12 条第１項第２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３号及び第４号並びに

第 18 条第１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２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 命令の効力が生じた日から起算して

６月間、被害者の住居（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

２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１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

６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

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、

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、
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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１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 12 条第１項第３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１項

第１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

６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

15 歳以上であるときは、その同意がある

場合に限る。 

４ 第１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 12 条第１項第４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１項第１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６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

15 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 15 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 11 条 前条第１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１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12条 第10条第１項から第４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
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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 10 条第３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 10 条第４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５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１号から第４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 41 年法律第 53 号）第 58 条

の２第１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 13 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 14 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 12 条第１項第５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 15 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 12 条第１項第５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
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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２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 16 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 10 条第１項第１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２項から第４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２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 10 条第１項第１号の規

定による命令を取り消す場合において、同

条第２項から第４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４項の規定による通知がされて

いる保護命令について、第３項若しくは第

４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３項の規定は、第３項及び第４項

の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取

り消した場合について準用する。  

 

（保護命令の取消し）  

第 17 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 10 条第１項第１号又

は第２項から第４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３月を経過し

た後において、同条第１項第２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２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６項の規定は、第 10 条第１項第

１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 15 条第３項及び前条第７項の規定は、

前２項の場合について準用する。  

 

（第 10 条第１項第２号の規定による命令の

再度の申立て） 

第18条 第10条第１項第２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２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
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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 12

条の規定の適用については、同条第１項各

号列記以外の部分中「次に掲げる事項」と

あるのは「第１号、第２号及び第５号に掲

げる事項並びに第 18 条第１項本文の事

情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事

項」とあるのは「第１号及び第２号に掲げ

る事項並びに第 18 条第１項本文の事情」

と、同条第２項中「同項第１号から第４号

までに掲げる事項」とあるのは「同項第１

号及び第２号に掲げる事項並びに第 18 条

第１項本文の事情」とする。 
 
（事件の記録の閲覧等） 
第 19 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 20 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 12 条第２項（第 18
条第２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 21 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８年法律第 109号）の規定を準用する。  

 

（最高裁判所規則）  

第 22 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、

最高裁判所規則で定める。  
 
第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第 23 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 24 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 25 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 26 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 27 条 都道府県は、次の各号に掲げる費
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用を支弁しなければならない。  

一 第３条第３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３条第３項第３号の規定に基づき

婦人相談所が行う一時保護（同条第４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４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５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４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 28 条 国は、政令の定めるところにより、

都道府県が前条第１項の規定により支弁

した費用のうち、同項第１号及び第２号に

掲げるものについては、その 10 分の５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 10 分の５以内を補助する

ことができる。 

一 都道府県が前条第１項の規定により

支弁した費用のうち、同項第３号及び第

４号に掲げるもの 
二 市が前条第２項の規定により支弁し

た費用 
 
第５章の２ 補則 
（この法律の準用） 

第 28 条の２ 第２条及び第１章の２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 28 条の２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２条 被害者 被害者（第 28

条の２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６条第１

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 10 条第１

項から第４

項まで、第 11

条第２項第

２号、第 12

条第１項第

１号から第

４号まで及

び第 18 条第

１項 

配偶者 第 28 条の２

に規定する関

係にある相手 

第 10 条第１

項 
離婚をし、又

はその婚姻

が取り消さ

れた場合 

第 28 条の２

に規定する関

係を解消した

場合 
 
第６章 罰則  

第 29 条 保護命令に違反した者は、１年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

 

第 30条 第 12 条第１項（第 18 条第２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
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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１条 この法律は、公布の日から起算して

６月を経過した日から施行する。ただし、

第２章、第６条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第７条、第９条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部

分に限る。）、第27条及び第28条の規定は、

平成 14年４月１日から施行する。  

 

（経過措置） 

第２条 平成14年３月31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12条第１項第４号並びに第14条第

２項及び第３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３条 この法律の規定については、この法

律の施行後３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 16 年６月２日法律第 64号） 
（施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から起算して

６月を経過した日から施行する。  
 
（経過措置） 
第２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 10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 10 条第２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 10条第１項第２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 18 条第１項の規定の適用については、

同項中「２月」とあるのは、「２週間」と

する。  
 
（検討） 
第３条 新法の規定については、この法律の

施行後３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 19 年７月 11 日法律第 113 号） 

〔抄〕 
（施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から起算して

６月を経過した日から施行する。  
 
（経過措置） 
第２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 10 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。
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