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計画の基本的な考え方

1 計画策定の趣旨

配偶者や交際相手など親密な関係にある,又 はあつた者か らの暴力 (ド メスティック・

バイオ レンスf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す。

DVは ,家庭内で行われる場合が多いため外部からの発見が困難で,加 害者に罪の意識が

薄いという傾向があり,周 囲も気づかないうちに暴力が常習,激化 し,被害が深刻化 しや

すいという特性があります。   ´

DVの被害者の多くは女性であり,そ の背景には男女の社会的地位や経済力の格差 ,

固定的役割分担意識など男女共同参画の根本的な問題が集約されています。また, DV

は,個 人の尊厳を害 し,男女共同参画社会の実現の妨げとなつています。

国においては,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に関す

る法律」 (以下「DV防止法」という。)が制定されました。これにより,配偶者からの

暴力に係る通報,相談,保護,自 立支援等の基本的な体制が整備されることになりまし

た。

岡山県においては,平成 17年 3月 に「岡山県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」が策定され,平成 20年 7月 に改定されました。

笠岡市では,平成 19年 7月 のDV防止法の改正により,市町村における基本計画の策

定と支援センター業務の実施が努力義務とされたことなどに伴い,DVの防止と被害者の

支援に関する各種施策を効果的に推進するためこの計画を策定 します。

2 計画の位置付け

この計画は, DV防止法第 2条の 3第 3項の規定による笠岡市の基本計画として策定

します。また,「 第 3次かさおかウィズプラン」の基本目標 I「 男女の人権を尊重 し,

男女共同参画について理解を深めましょう。」の中の重点目標 2「男女共同参画社会の

実現を阻害する暴力の防止と被害者支援」の達成をめざすための計画としても位置付け

ます。

3 計画の実施期間

この計画の実施期間は,平成 25年度から平成 29年度とします。また, DV防止法

第 2条の 2に 基づく国の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

る基本的な方針が見直された場合,又 は,新たに盛 り込むべき事項等が生 じた場合に必

要に応 じて見直 しを行 うものとします。



DV(ド メスティック・バイオ レンス)と は,直訳すると「家庭内の暴力」ですが ,

「配偶者や交際相手など親密な関係にある,又はあつた者からの暴力」という意味で使

われることが多く,こ の基本計画でもこうした意味で使用 しています。

DVは単なる夫婦や恋人同士のケンカにとどまらず,圧倒的な支配関係で,相 手を深

く傷つけ,苦 しめ,生 きる気力を失わせます。

笠岡市が実施 した市民意識調査で,「配偶者等親 しい関係にある人から暴力を受けたこ

とがありますか」という問いに対 して「イ度でも受けたことがある」と回答 した人は全

体で 14.9%で した。また,女性では 18.9%,男 性では9,7%と いう結果となり,

女性の 2割近 くが暴力を受けたことがあると答えています。

蜘

DVは身体的暴力だけでなく次のような暴力があります。何種類かの暴力が重なって

ふるわれる場合が多く見られます。また,突発的な暴力や:反復的 。継続的な暴力等さ

まざまです。

身体的暴力

O平手で打つ,殴る,け る,噛む 0物 を投げつける O髪 をひつばる:首 をしめる

0熱湯をかける,た ばこの火を押 しつける O包 丁などの刃物を突きつけて脅す

0家具を壊す,ひ つくり返す

情神的暴力

O脅す,大声でのの しる O何 を言 つても無視する 0見 下す,欠点を言 う

O性別による役割を決めつける O大 切に しているものを壊 した り捨てた りする

性的暴力

O脅 しや暴力で,いやがっているのに性的行為を強要する 0避妊に協力しない

0中 絶を強要する 0見たくないのにポルノ雑誌やビデオを見せる
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社会的暴力

O手紙,電話,メ ールをチェックする O行 動を監視する

O親兄弟,友 人とのつき合いを制限する 0就 業,社会参加などを制限する

経済的暴力

O生活費を渡さない,使わせない 0収入を取 り上げる 0外 で働 くことを妨げる

0借金を重ねる,酒やギヤンブルで生活費を使い込む

子どもを巻き込んだ暴力

O「母親失格」「しつけがなつてない」と責める 0子 どもの前で相手をばかにする

0「子どもに暴力をふるう」と脅す 0相手に「親権を渡さない」と脅す

デ■,任01V磐叫

恋人など未婚で親密な関係にある男女間での暴力のことです。

内閣府が平成 20年度に実施 した「男女間における暴力に関する調査」において,交

際相手からの被害経験を聞いていますが, 10歳 代, 20歳 代の頃の交際相手 (後 の配

偶者以外)か ら被害を受けたことが「あった」と回答 した人は,女性 13.6%,男 性

4.3%で した。

ぽ
=

手

“軒

■
　
●

．
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計画の内容

基本目標 I 早期発見及び被害者等救済体制の充実

【重点目標 1】 相談体制の充実

(現状と課題 )

笠岡市男女共同参画推進センターでは, DV,セ クシャルハラスメン ト,夫婦間の問

題等,性別による差別的扱いに関する相談窓口を設け,さ まざまなケースの相談に対応

しています。しか し,市民意識調査結果で相談窓口の周知不足が明らかとなつているよ

うに,被害者がどこに相談 していいのかわからないといつた状況にあるようです。

DV防止の正 しい理解と併せ,相談窓日の広報にも積極的に努め,また,被害者にと

つて心の支えとなる相談員の資質のさらなる向上:相談日の充実に努める必要がありま

す。

《推進する施策》

0相 談窓口の充実

笠岡市男女共同参画推進センターでは,関係部署と連携を取 りながら,さ まざまな

DV被害者の相談に応 じています。特に深刻な事例に対 しては,県が設置する「一時

保護施設」への入所や,保護命令の申し立て等の法的手続きについての助言を行いま

す。身の危険を感 じるような暴力があるなどの緊急を要する場合には,警察と連携 し

て安全確保対策などの支援を積極的́に行い,被害者が自立するために必要な住居や就

業情報を収集 し,提供するなど相談窓口の充実に努めます。 ´

また, DV被害者が相談 しやすいよう広報紙やホームページ,ケーブルテレビ,関

係パンフレット等を活用 して,市の相談窓口や県の相談機関,ネ ッ トライン等の広報

に努めます。

●相談員の資質の向上                     `

近年, DV問 題は複雑化,ま た,命に関わる事例等程度が深刻化 してきており,相

談者も高齢者や障がいのある人,外国人等さまざまです。これ らの相談に対応するた

め,幅広い知識や技術を持つた相談員の育成に努めます。

このため,相 談員には,県 や関係機関が行う研修等の情報提供を行い,資質の向上

に努めます。
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【重点目標 2】 早期発見・通報のための体制づくり

(現状 と課題 )

DVは 1家庭内のこととして外か らは発見 しに くいのが現状です。 DVが 発見できる

場合として,被害者自らが助けを求めるとき,誰かに相談するなどの行動 を起 こす とき ,

異常に気づいた周囲の人か らの通報によるとき,身体的な暴力によるけがや精神的被害

を受けて医療機関にかかるときなどがあります。

しか し,加害者か らの報復や家庭の事情等 さまざまな理由か ら,被害者 自身は支援を

求めることをため らいがちです。そのため DVの早期発見には,医療・福祉関係機関 ,

学校,地域 との協力体制づ くりが必要です。

《推進する施策》

●子ども及び高齢者虐待相談窓口との協力体制づくり

児童相談関係部署,笠岡市青少年育成センター,笠岡市社会福祉協議会,笠岡市包

括支援センター等子どもや高齢者に接する機関や団体に対 し, DV防止のための研修

への参加を促すほか, DVを 見つけた場合や疑わ しい場合は,市の相談窓口を紹介す

るなど被害者を早期に発見するための協力を要請 します。

0医療関係者等の理解の促進

DV被害は,身体的または精神的な暴力により治療を受けた医療機関で発見される

ことが多いことから,市 内の医療機関へ DV防止のための情報提供を行 うとともに ,

DV防止への理解を促すほか, DVを 見つけた場合や疑わ しい場合に警察への通報や

相談窓口を紹介するなど,被害者を早期に発見するための協力促進に努めます。

●関係団体等への働きかけ

民生委員,児童委員,愛育委員,人権擁護委員〕DV被害者サポーター,男 女共同

参画推進センター登録団体等は地域の情報を得やすい状況にあることから,笠岡市民

生委員児童委員協議会,笠岡市愛育委員協議会,笠岡人権擁護委員協議会,地域女性

団体連絡会等に対 し, DV防 止のための研修等への参加を呼びかけるほか, DVを 見

つけた場合や疑わ しい場合は,相 談窓口を紹介するなど被害者を早期に発見するため

の協力を依頼 します。

5



【重点目標 3】 迅速で安全な保護体制の充実

(現状と課題)                ｀

DV被害者は,命の危険を感 じるほどの暴力を受ける場合もあり,着の身着のままで

家を飛び出し,助 けを求めてくることがあります。その際,被害者を連れ戻そうとする

加害者も少なくありません。

このような場合,警察に保護 してもらうことが最善の方法ですが,市の窓口に相談が

あつた場合,県の一時保護施設で保護を受けるまでの間,警察と連携をとりながら安全

な避難場所を確保する保護体制の充実が必要です。

また, DV被害には,子 どもや高齢者などが巻き込まれていた り,外国人が被害者と

なる場合など,さ まざまなケースを想定 した保護・支援体制の整備が求められています。

《推進する施策》

●緊急時の安全確保

緊急の場合には,県が設置する一時保護施設で一時保護が行われるまでの間,警察

と連携をとり身体の安全を確保 し,関係機関の協力を得ながら安全な一時避難場所を

確保 します。

また,必要に応 じて一時保護施設までの同行支援を行います。

0同 ,伴家族等への支援

DV被害者が子どもや高齢者を同伴 している場合があり,それぞれのケースに応 じ

た対応が求められます。              ′

DVは ,子 どもが目の当たりにした場合与える心理的影響が大きく間接的な児童虐

待といえます。こうした子どもへの精神的負担が軽減されるよう関係機関と連携 しな

がら必要な支援を行います。さらに,教育機関や保育機関等に対 して,子 どもの置か

れた状況について理解を求め,転校措置や加害者への対応等について協力を求めます。

また,介護が必要な高齢者の場合,必要に応 じて福祉・介護関係施設等と連携を図

り,適切な支援に努めます。

●外国人・障がいのある人への配慮

外国人や障がいのある人から相談があつた場合,ボ ランティアや県の示す資料を活

用するなど,外 国人や障がいのある人などが相談 しやすい相談体制の整備に努めます。

また, DVに 関する相談ができる窓口の広報等,外国語や点字による情報提供を行

うよう努めます。
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境 整本目標 Ⅱ 被害者の自立を支援する

【重点目標4】 経済的自立 B住居の確保に向けた支援

(現状と課題 )

DV被害者は,県が行 う一時保護を受けた際,直面するのは退所後当面の生活費や心

身の健康の回復,住居,就職先などの問題です。被害者が加害者から身を隠 し自立 して

生活 していくことは容易ではありません。被害者の中には,経済的事情や適当な保証人

がいないなどの理由により,住居の確保が困難な場合もありますが, こうした被害者の

負担が軽 くなるよう支援策を考えていく必要があります。

また, DV被害者は,生活基盤を失うことの不安により加害者から逃れ られない場合

が多く,被害者が独立 して生活 していくためには,経済的な自立が不可欠です。自立す

るために働きたいけれど,自 信がないという人もいます。さまざまな事情を抱えながら

自立 しようとする被害者に就業機会が得られるよう,公 的機関や事業所などの理解や協

力を得ながらの支援が必要となつています。

《推進する施策》

●市営住宅等の入居への支援

DV被害者として一時保護を受けた場合,福祉制度等を活用するなど,住居の確保

へ向けての支援を行います。

また,市営住宅f母子生活支援施設への入居に際 して関係部署と連携 し,支援に努

めます。

●被害者への就業支援

DV被害者の就業を支援するために,ハ ローワークと連携 して就業情報を提供する

ほか,県 の機関等が実施する就業に関する講座等の情報を積極的に収集 し提供 します。

●企業等に対する働きかけ

DV被害者が経済的に自立 し,安全かつ安心 して働けるよう,企業等に雇用への協

力や就業に関する情報提供について働きかけます。

●保健福祉支援制度の情報提供

DV被害者やその家族が必要な支援を受けることができるよう,各種保健福祉支援

制度に関する情報の提供に努めます。
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【重点目標 5】 被害者等に関する個人情報保護

(現状と課題 )

DV被害者に対する理解の不足から二次的被害が発生することがあります。被害者と

接する場合は!心身ともに傷ついていることに十分留意 しなければなりません。

DV被害者からの申出により,該当者の住民基本台帳や戸籍の写 しの交付制限を行 う

ことで被害者の保護を図つていますが,被害者の個人情報を保護 し加害者から身を守る

ためには,対応策の全庁的な周知 B徹底が必要です。

また,子 どもの就学時等に個人情報が漏れる場合も考えられるため,細心の注意を払

うことが求められます。

《推進する施策》

●住民基本台帳事務における支援措置

DV被害者の住民基本台帳事務における支援措置について,閲 覧制限を行つていま

すが,他 の部署においても対象者の情報を漏 らさないよう,担 当者間の連携を密にし,

対応方法の統一・周知徹底を図ります。

●教育機関・保育所への周知      t
DV被害者の子どもが転校 B入 園,入所,入学等する場合, DV被害の状況等につ

いて配慮 した対応をとり,個 人情報の漏えいには厳重に注意するなど,被害者家族が

二次的被害を受けることのないよう,教育機関や保育所へ慎重な対応を周知 します。

【重点目標 6】 関係機関との連携強化

(現状と課題 )

笠岡市では虐待・ DV等相談実務者ネッ トワークによりDV被害者の情報提供,情報

共有を図つています。 しか し, DV防止や救済 B自 立支援などを笠岡市役所のみで行う

には限界があり,関係機関との連携が不可欠です。

また,相談員の連絡会や関係機関による連絡会議等への出席により,相互の情報の共

有及び連携を図つていく必要があります。

《推進する施策》

●県・市町村との連携強化

複雑かつ深刻なDVの現状を把握 し,適切な支援を行 うために, DV被 害者を支援

する関係部署の職員は,女性の人権相談機関連絡会や DV被害者の支援に当たる機関
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による連絡会議等への出席により,関係機関相互の情報交換の機会を活用するよう努

めます。

●庁内関係部署との連携強化

DV被害者の安全で円滑な支援のあり方を協議できる関係者ケース会議などの体制

を!虐待・ DV等相談実務者ネッ トワークを活用 し整備 します。関係部署 との円滑な

連携 B協 力を通 じて,被害者支援の充実に努めます。

●民間支援団体との連携強化

被害者支援をしている民間団体と行政との連携を強化 し,被害者を受け入れる窓口

を広 く選択できるよう支援体制の整備に努めます。

基本 目標Ⅲ 発生の防止及び抑制に向けた啓発活動の充実

【重点目標 7】 人権教育 B啓発の推進

(現状と課題 )

本市では,男女が互いの人格を尊重するよう意識啓発に努めています。保育 B教育の

場においても人権尊重を基盤とした男女平等教育を積極的に実践 し,男女共同参画意識

の形成を図つています。

笠向市が実施 した市民意識調査で,「配偶者等親 しい関係にある人から暴力を受けた

ことがありますか」という問いに,「イ可度もある」「 1, 2度 ある」と回答 した人は女性

で 18.9%,男 性で 9,7%と いう結果となり,女性では 2割 近 くの人が暴力を受け

たことがあると答えています。

今後, DVを 根絶するためには,家庭や地域社会1学校などさまざまな機会をとらえ

て,命の大切さや人権を尊重する心,暴力を否定する意識を養 う教育・啓発を行つてい

く必要があります。

《推進する施策》

0人権教育の推進 ′

男女がお互いの人格を尊重する意識を養 うため,保育 。教育の場や生涯学習の場な

ど,さ まざまな機会において,男 女共同参画を主なテーマとした研修を行い,人権の

尊重や男女共同参画に対する意識を高める人権教育の推進に努めます。また,暴力を

否定する意識を養うとともに, DVやデー トDVの予防につながる取組を促進 します。
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0多様な機会をとらえた意識啓発

公民館 ,図書館など公共施設の窓口に,パ ンフレッ トや リーフレッ ト等 を設置 して ,

広 く市民への周知を図ることにより男女共同参画の視点も含めた人権啓発を行 つてい

きます。また,広報紙やホームページなどの広報媒体を活用 し,機会あるごとに人権

尊重の意識啓発に努めます。

「男女共同参画推進月間」や「女性に対する暴力をな くす運動」「人権週間」などの

機会をとらえ, DVや デー トDVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるこ

との理解を深めるための講座の実施や広報等を行います。

公民館や地域での出前講座や,地域,学校, PTAを 対象とした研修会を開催 し,

DVへの関心が低い方への気付きを促す啓発に努めます。

【重点目標 8】 配偶者からの暴力の防止に関する理解促進

(現状と課題 )

県内 15市で構成する岡山県都市男女共同参画推進会議が行 うDV被害者サポータ

ー養成講座を本市で開催するなど, DVに 関する理解促進を図つてきました。

しか し,DV被害者は自分が被害者だと気付いていないケースもあることから,DVは ,

身体的暴力だけでなく精神的,性的,経済的,社会的な内容も含まれることを広 く周知 し,

一人で悩まないで相談機関に相談することなどを啓発する必要があります。

また,DV被 害者サポーターヘの研修等を今後も継続 し,サポーターとの連携,活動支

援について取組んでいきます。              .

《推進する施策》

●研修会の開催 a啓発資材の活用による普及啓発

DVに関する研修会を実施 し, DVは 犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であ

ることを啓発,普及 し,暴力は許されないという市民意識を養つていきます。

保健 B医療・福祉関係機関,学校,幼稚園,保育所などのDV被害者が関係する可

能性のある施設と連携・協力することで,被害者の早期発見に努めます。また, DV

の潜在化や被害の深刻化を防ぎ, DV防止への理解不足から被害者を傷つける言動を

行うなどの二次的被害を未然に防止できるよう〕市民の DV防止への理解促進に努め

ます。
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笠岡市市民意識調査結果 (配偶者からの暴力について )

笠岡市では,次のとおり市民意識調査を実施 しました。

(前回平成 20年度実施 )

○ 市民意識調査の概要

日調査地区
日調査対象
い抽出方法
E調査方法
日調査期間
日回収結果

日留意点

笠岡市全域

市内の 18歳以上の男女 3, OOO人
平成 24年 7月 1日 現在 満 18歳以上の市民から無作為抽出

調査票を郵送にて配布 し,郵送にて回収

平成 24年 7月 13日 ～ 3月 3日

抽出数 3, OOO人 ,有効回答数 1, 269人
有効回答率 46.9%
結果は百分率で表示 しました。百分率は小数点第 2位 を四捨五

入 したため,比率の合計が 100%と 一致 しない場合がありま

す。
一部の人を対象とする質問では,質問該当者数を分母にして算

出しました。

複数回答の百分率の合計は, 100%を 超えます。
二重回答や判読不能の回答などは,無回答に含めています。
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◇配偶者等親しい関係にある人から暴力を受けたことがありますか。

【単数回答】
配偶者等親 しい関係にある人か ら受けた暴力に対 して,全体では「まつた くない」の回答が

78.8%(前 回 76.4%)で 最 も多 く8割近 くとなつています。 しか し,暴力を受けた こ

とが [何度もある」「 1, 2度 ある」の回答の合計は 14.90/oで ,前回の 11.6%に 比べ

3.3ポ イン ト高 くなつています。

性別では,女性で暴力を受けたことが「何度もある」「 1,2度 ある」の回答の合計は 18.
9%で , 2割近 くとなつてお り,前回の 15.30/oに比べ 3.6ポ イン ト高 くなつています。

また,男 性で暴力を受けたことが「何度 もある」「 1,2度 ある」の回答の合計は 9.フ %で ,

前回の 6.8%に 比べ 2.9ポ イン ト高 くなつています。

性・年代別で暴力を受けたことが『何度 もある」「 1, 2度 ある」 と回答 した人の合計が最

も多かつたのは 40代 女性 24.7%で ,前回の 12.7%に 比べ 12.Oポ イン ト高 くな り

2倍近 くの増加 となっています。

全 体

男 性 2.3

口 何 度 も あ った

● ■～ 2回 あ った

‐ ま った くな い

Cl無 口 答女 性

0% 20'″0 40% SC〉ワ″。 BO' ó ■00%

■0.■ アS.34.e 6.8

//
83.3

＼ ＼
■2.■ 6.5

■4.4

83.2

9■ 71

361 岡

|⊇二 04.フ |

|。 。日■。.。 3001

<男 性 >
1 0Ft

20fミ

eO代

40イ式

ら0代

60代

2_6

口 f羽宝もあ った

日 1～2回あ った

口 ま った くな い
■,9

cl無 回 答

■.5

70代 以 上

0% 20% 40。/o 60。/o 30% ■CX)%

|■
741

[=ヨ

18'.51

<女 性 >

刊O Ft

20代

30代

40代

ら〇 代

60代

フ0代 以 上

口 f可 度 も あ っ た

口 1～ 2回 あ っ た

‐ ま った くな い

cl無 回 答

O% 20●/0 40% 60% 80% ■OO%
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◇暴力について県内の公的相談機関を知つていますか。

【複数回答 (知 っているもの全て)】

「警察署」と回答 した人が 74.20/o(前回 71.30/o)と 最も多く,次 いで「福祉事

務所」34.4%(前 回 37.6%)と なっています。「笠岡市・男女共同参画推進センター」

「岡山県男女共同参画推進センター」「岡山県女性相談所」「岡山市男女共同参画推進セン

ター」と回答 した人は,いずれも 1割前後と低い割合となつています。

<全体>
警察署 74.

福祉事務所

笠岡市男女共同参画推進センター

岡山県男女共同参画推進センター

岡山県女性相談所

岡山市男女共同参画推進センター

0% 20γ。 4磁 60。/。 80。/。 1(Xl%

コa9抗

コ4.1%

12.6'

<男 女別> I

75,9%
警察署

福祉事務所
35,9%

33

笠岡市男女共同参圃推進センター
14.3%

13. 7枠

岡山県男女共同参固推進センター
12.4%

岡山県女性相談所
65%
75%

И男

■女

暗餅 |

岡山市男女共同参画推進センター

0% 20°/。 4ば/。 6ば/o 800/。 100%
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◇暴力をなくすためには何が必要だと思いますか。

【複数回答 (3つ まで)】

全体では「被害者を保護する体制の整備」「本目談機関の充実」と回答 した人の割合が 5割

以上と高 く,次 いで「暴力を振るう加害者への対策」 44.8%と なっています。

男女別では「被害者を保護する体制の整備」「被害者への自立支援」「被害者への情報提

供」と回答 した女性の割合が男性に比べ高 くなっているのに対 し,「 暴力を振 るう加害者ヘ

の対策」「暴力防止のための啓発」と回答 した男性の割合が女性に比べ高 くなつています。

<全 体 >

被 害 者を保 護 する体 制 の 整 備 SO.9%

|

相 談機 関の 充実 50。 4%

暴 力を振るう加害 者へ の 対策 44.8%

被 害 者へ の 自立 支 援 36.4%

被害 者へ の 情 報 提 供 3■ .4%

暴 力防 止 のため の 啓 発 2■ .2%

その 他 4.5%

0% 20。/O 400/。 60。/。 80。/。 ■CO%

<男女 別 >
被害者を保護するイ本制の 整 備

相 談 機 関 の 充 実

暴 力を振るう加 害 者へ の 対 策

被 害 者へ の 自立 支 援

破 害 者へ の 情 報 提 供

暴 力防 止 のため の 啓 発

49,4刻

52.7%

50.2

46.6%
44.生 %

4■ .5%

%男

■ 女
22■ %
20.5%

5,■%
39%

∞ %60°/。40。/。

そ の 他

0% 20°/o
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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

平成 13年 4月 13日 法律第 31号

改正 平成 19年 7月 11日 同第 113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

てこなかつた。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j経済的自立が困難である女性に対し

て配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言

動を行うことは,個 人の尊厳を害し,男女平等の実現の

妨Iザとなつている。
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

消された場合にあつては,当該配偶者であつた者から

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つた者が,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 章ヽの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5項において
「主務大臣」という。)は 1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 酉己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Iずならない。
2都道府県基本計画においては,次に掲 Iずる事項を定

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どしての機能を果たすようにする

ものとする。           ′
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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。
三 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 1被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあつて

は,被害者及びその同伴する家族。次号,第六号j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前項第二号の一時保護は,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1こ 当

たつては,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つた者
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つた

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つ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3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 )1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つては,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。
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(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

ある場合にあつ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つ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

た場合にあつては,当 該配偶者であつた者から引き続

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つては,当該配偶

者であつた者。以下この条,同項第三号及び第四号並

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。
三 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。     …

′ヽ 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 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

項第三号において単に「子」という。)と 同居しているとき

であつて,配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる

言動を行つ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つ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
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等が15歳未満の者又は成年被後見人である場合にあ
つては,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Iザ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1次に掲 1ずる事

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10条第3項の規定による命令の申立てをする場合
にあつては,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犠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

画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1ザる事項

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
口 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
二 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

から二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
41年法律第53号 )第 58条ノ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,日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項第五号イから二までに掲げる事

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1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,日 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

渡しによつて,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項第五号イから二までに掲げる事

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2以上ある場合にあつては,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即時抗告があつた場合において,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

あつたときに限り,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問,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
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ることができる。
4前項の規定により第10条第1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項第一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項第一号又

は第2項 から第4項までの規定による命令にあつては同

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 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項二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つた

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

てがあつたときは,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「第一号,第二号及び第五号
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18条第1項本文の事

情」と,同条第2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 Iずる

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,事件の記録の問覧若しくは謄写 ,

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,

相手方にあつては,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問
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1こ 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。
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(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j被害者の心身Q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 1ザる費用を支弁し

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 Iずる業務を行

う婦人相談所の運営に要する費用(次号に掲 Iザる費

用を除く。)

三 第3条第3項第二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 回は,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,同項第一号

及び第二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,同項第二号及び第四号に掲 Iずるもの
二 市が前条第2項の規定により支弁した費用

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

100万 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令の

申立てをした者は,10万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

第項第四号並びに第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1「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年法律第64号〕

(施行期日)

第1条 この法律は1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「十日法」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つた身体に対する不法

な攻撃であつ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。)があつ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。
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(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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