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Ⅰ　第２次基本計画策定にあたって

Ⅰ　第２次基本計画策定にあたって

１　策定の趣旨

ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるという認識のもと、国においては平成
13年に「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、平成19年の法改正においては、ＤＶ被害者の安全確保のための具体的な施策が明示
されるとともに、基本計画の策定や配偶者暴力相談支援センターの設置が市町村の努力義務とされ
ました。
また、県においては、平成23年に「第２次福岡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」を策定し、広域的な取り組みが進められています。
本市においては、これらの国・県の動向を踏まえ、平成22年８月にＤＶのない社会の実現をめ
ざして「久留米市ＤＶ対策基本計画」を策定し、啓発・教育、相談、保護、自立支援までの総合的
な取り組みを関係機関・団体と連携しながら進めています。
さらに、同年11月には、全国に先駆けて、「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）のないまち
づくり宣言」を行い、ＤＶ根絶に向けた意識を社会全体で共有する基盤づくりをしました。
こうした取り組みにより、市民のＤＶに関する認識が深まるとともに、ＤＶに関する相談件数は
増加傾向にあります。しかし、平成26年の久留米市男女平等に関する市民意識調査によると、被
害を受けても相談した人は約35%に留まり、依然被害が潜在化している状況がうかがえます。
近年、全国的に、交際相手からの暴力が顕在化するとともに、その深刻さを象徴する事件が多発
し、社会的な問題となっています。このような状況を受け、国は平成25年にＤＶ防止法を改正し、
「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も法の適用対象としました。
ＤＶの被害者の多くは女性であり、固定的な性別役割分担意識、暴力を容認する意識、男女間の
経済的格差等がＤＶ問題の背景にあります。このような社会状況は、大きく変わっておらず、被害
者を保護するための社会全体による不断の取り組みが必要です。
本市においても、ＤＶ防止、複雑化する相談への対応、被害者の自立支援等ＤＶ対策のさらなる
推進が求められています。
この５年間で、本市におけるＤＶ対策は着実に積み重ねられ、支援システムの構築から定着へと
その歩みを進めてきました。例えば、被害者の相談手続きの市役所窓口でのワンストップサービス
は、内閣府の広報誌等に掲載されたことにより、全国の自治体から注目を集めています。
これまでの取り組みをさらに進めるとともに、社会状況や本市のＤＶ問題を取り巻く現状及び国
等の対応の変化をふまえ、平成27年度から６年間を見据えた「第２次久留米市ＤＶ対策基本計画」
を策定し、引き続き、人権の擁護と男女平等の実現を図るためにＤＶのないまちづくりをめざしま
す。

ＤＶとは、ドメスティック・バイオレンスの略です。
ドメスティック・バイオレンスとは、配偶者間や恋人
同士等、親密な関係における身体的、精神的、性的、
経済的、※社会的暴力等をいいます。

※社会的暴力
　身内や友達とのつきあい
　や外出の制限等
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２　計画の位置づけ

３　計画の期間

この計画は、平成27年度から32年度までの６年間とします。
なお、法の改正等により、基本的な事項の見直しや新たに取り組む事項が生じた場合には、必要
に応じて見直すこととします。

４　計画の推進体制
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Ⅱ　久留米市の現状と課題

Ⅱ　久留米市の現状と課題

１　久留米市ＤＶ対策基本計画の取り組みと成果

久留米市ＤＶ対策基本計画（平成22年度～平成26年度）では、「ＤＶのない社会の実現」を目標
とし、安全確保を最優先し、ＤＶ被害者の立場に立った切れ目のない支援をめざして関係機関・団
体と連携を図りながら、６つの重点目標に基づき全庁的な取り組みを進めてきました。重点目標ご
との取り組みと成果の概要は以下のとおりです。

重点目標１　ＤＶ根絶に向けた意識づくりの推進
①　平成22年の「ＤＶのないまちづくり宣言」により、計画の理念と市の姿勢を市民に示し、 ＤＶ
根絶に向けた意識を社会全体で共有する基盤づくりができました。
②　市の全部局によるＤＶ防止カード「ストップ！ザ・ＤＶ」（以下「ＤＶ防止カード」という。）
の設置場所の拡大・補充の取り組みにより、飛躍的に設置場所が増えました。
③　デートＤＶ防止啓発講座の実施校の拡大、地域への出前講座、職務関係者の研修や多様な広
報・啓発により、市民のＤＶ問題への理解を促す環境づくりが進みました。
④　全市職員に対する共通の内容による基礎研修の実施により、職員のＤＶ問題に対する認識を
深めることができました。
⑤　※セーフコミュニティのＤＶ防止対策委員会における取り組みと連動して、医療機関におけ
るＤＶ被害者の早期発見のための啓発・研修の取り組みが促進されました。

重点目標２　相談体制の充実
①　久留米市男女平等推進センター相談室の開設時間を延長するとともに、相談員の資質向上の
ため実践的な研修を実施し、相談体制の充実を図りました。
②　障害者や高齢者、外国人等潜在化しやすいＤＶ被害者対象の支援対応マニュアルを作成し、
相談体制の充実を図りました。

重点目標３　安全に配慮した支援体制の充実
①　ワンストップサービス、「ワンストップ化のためのＤＶ被害者相談共通シート」（以下「相談
共通シート」という。）、住所情報保護システムの充実・推進を図りました。研修・情報交換の
実施により、関係職員のＤＶ被害者の安全への配慮が飛躍的に高まりました。

重点目標４　自立に向けた支援の充実
①　ＤＶ被害者の安定した生活基盤の構築のために、「久留米市におけるＤＶ被害者支援対応マ
ニュアル」（以下「支援対応マニュアル」という。）に基づき安全に配慮した自立支援策の提供
と、一貫した行政サービスの提供に努めました。関係職員による安全な生活再建への配慮が定
着しつつあり、ＤＶ被害者の安全確保と負担軽減につながっています。

※セーフコミュニティ
WHO（世界保健機関）セーフコミュニティ協働センターが推進する、「けがや事故などは偶然の結果ではなく、
予防することができる」という考え方に基づき、市民や各種団体、市などが協働しながら取り組む安全で安心
なまちづくりです。久留米市は2013年12月にセーフコミュニティの国際認証を取得しました。
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重点目標５　民間支援団体との連携の強化
①　民間支援団体との協働により、安全確保をはじめ自立に向けたきめ細かな支援が可能になっ
ています。

重点目標６　苦情処理体制の周知・活用促進
①　男女平等推進委員制度の広報カード（SOSカード）の設置先を拡大しました。

２　ＤＶに関する現状

平成26年９月に実施した「久留米市男女平等に関する市民意識調査」の結果及びＤＶに関する
相談の状況などからみえてきたＤＶに関する本市の現状は以下のとおりです。

○　ＤＶを女性の人権侵害と思う人の割合は、全体で約８割と前回調査（平成21年実施）より
10ポイント以上増えており、ＤＶに対する意識の高まりがうかがえます。また、女性は
30.0%、男性は18.2% が、この５年間にパートナーから何らかの暴力を一度は受けたことがあ
ると答えています。

○　暴力の内容は、「何を言っても無視された」が最も多く、男性、女性ともに30%を超えてい
ます。また、前回調査と比べて、「生活費を細かくチェックする」といった経済的暴力で増加
傾向が見られる一方、女性に対する身体的暴力は減少傾向にあります。しかし、前回調査と同
様、女性に対する暴力は、男性に対する暴力に比べ、何回も繰り返されており、暴力の形態は
多岐にわたっています。また、女性の「望まない性交渉を強要された」、「『だれのおかげで、
おまえは食べられるんだ』と言われた」、「ものを投げたり、壊したりして、おどされた」とい
う経験は約30%となっています。

○　相談の有無については、女性で44.7%、男性で49.7% が「相談しなかった（できなかった）」
と答えています。その理由については、「相談するほどのことではないと思った」が全体で
62.7%、次いで「自分にも悪いところがあると思った」が29.1% となっています。「相談して
も無駄だと思った」が女性27.0%、男性16.5%で、女性の方が10ポイント以上高くなっており、
女性は自分の中で問題を抱え込む状況がみられます。

○　相談したと答えた人の相談相手については「家族、親戚」「友人、知人」の割合が全体で
60%を超えています。しかし、市の相談窓口に相談した人は� 依然として少ない状況です。

○　今後の望ましい対策については、「被害を受けた人たちのための相談体制・窓口を充実する」
と答えた人が70%近くを占め、続いて「被害者を保護する体制を充実する」が約65%、「被害
者が自立して生活できるように支援する」が50%強となっており、特に女性においてこれら
を望む声が高い状況にあります。
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○　市の家庭子ども相談課と男女平等推進センターの相談件数は年によって増減はあるものの、
全体的にはＤＶを主訴とする相談も、ＤＶを含む相談も増加傾向にあります。その内容は複雑
化しており、関係機関・団体との連携がますます重要になっています。

３　現状から見えてきた課題

社会の動向や現行計画の取り組み状況、ＤＶに関する本市の現状から見えてきた課題は以下のと
おりです。

①　ＤＶに関する市民の理解は高まっているものの、依然としてＤＶは発生しており、また、被
害者は女性の方が多いことから、男女平等の視点に立った対象に応じたＤＶに関する啓発を広
く進める必要があります。

②　幼い頃からの意識づくりが効果的であることから、保育士、幼児教育等子どもに関わる職務
関係者への研修を充実する必要があります。

③　学校教育において、男女平等や暴力防止の視点に立った人権教育をさらに進めるとともに、
若年層対象のデートＤＶ啓発講座を拡大する必要があります。また、人権に根ざした性教育の
充実を図っていくことも必要です。

④　ＤＶ被害は潜在化しやすく、市の相談窓口へつながっていないＤＶ被害者が多いことから、
相談窓口の周知の徹底と複雑化するＤＶ相談に対応するための相談体制のさらなる充実が必要
です。

⑤　障害者や高齢者、外国人等潜在化しやすい状況にあるＤＶ被害者の相談に対する支援体制を
構築する必要があります。

⑥　ＤＶ被害者の安全確保のためのワンストップサービス、住所情報保護システム等の適切な運
用により、ＤＶ被害者の安全確保を図っていく必要があります。

⑦　ＤＶやストーカー加害者による、被害者の個人情報の聞き出しの巧妙化への対応ができるよ
う、職員の情報管理能力の向上を図る必要があります。

⑧　ＤＶ被害者の自立支援における関係職員による一貫した対応を維持していくことが必要です。

⑨　関係機関・団体との連携強化により、ＤＶ被害者の保護体制の充実が求められています。

⑩　民間支援団体との協働により、ＤＶ被害者の保護、心身の回復、自立に向けた継続した支援
が必要です。
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Ⅲ　基本的な考え方

Ⅲ　基本的な考え方
第２次久留米市ＤＶ対策基本計画を推進するにあたっては、市民の正しい理解を促し、ＤＶの防
止・早期発見に努めるとともに、ＤＶ被害者の安全と人権を最大限に尊重する必要があります。
また、警察署をはじめとする国・県の関係機関や民間支援団体等との緊密な連携を図りながら、
総合的な施策を実施することが必要です。第２次基本計画は次の「基本的な考え方」に基づいて策
定します。
なお、ＤＶに関する状況と課題は大きく変わっていないことから、計画の内容については現計画
の体系や施策を継承するとともに障害者差別解消法等、関連する新たな法令等の趣旨を踏まえ、事
業実施において、内容の充実・拡充、新たな項目の追加、実施手法の工夫を行うこととします。

（1）ＤＶ防止のための啓発を実施します。
ＤＶを防止するためには、誰もが加害者にも被害者にもならない予防のための取り組みが
重要です。幼児期からの、暴力を容認しない意識や固定的な性別役割分担意識にとらわれな
い考え方、人権を尊重する教育・啓発の実施をめざします。

（2）安全確保を最優先します。
ＤＶは、被害者の生命・身体の安全に直結する問題です。何よりもまず、被害者の安全確
保を最優先しなければなりません。また、被害者が加害者のもとから避難した後も、加害者
からの追求への対応が大きな問題となる場合が少なくありません。このため、情報管理を徹
底する等、被害者やその親族、支援者等関係者の安全確保を図ります。

（3）被害者の立場に立った切れ目のない支援をめざします。
ＤＶは、加害者が相手を自分の思い通りにしようとする力と支配に基づく行為です。加害
者が責任を負うべき問題であることを認識し、相談から保護、自立支援等に至るまでの各段
階にわたる施策を実施し、さまざまな関係機関・団体による被害者の立場に立った切れ目の
ない支援をめざします。

（4）関係機関等との連携を強化します。
ＤＶはさまざまな問題が複雑に絡んでいることが多く、一つの機関だけで対応することは
困難です。幅広い分野にわたる関係機関・団体が効果的かつ緊密な連携をとることが必要で
あり、情報の交換から具体的な事案に即した協議にいたるまで、さまざまな形でさらに連携
と協働による取り組みの強化を図ります。

（5）地域実情に即した支援を展開します。
ＤＶ防止及び被害者の適切な保護は、地方公共団体の責務であることから、本市における
ＤＶ被害の現状及び地域実情に即した支援策を展開します。
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Ⅲ　基本的な考え方

１　計画の体系
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Ⅲ　基本的な考え方

２　施策の方向と施策

施策の方向１　ＤＶ根絶に向けた意識づくりの推進
ＤＶ根絶のためには、防止と同時に早期発見の取り組みが重要であり、人権を尊重し、いかなる
暴力も許さないという意識を社会全体で共有していくことが必要です。この５年間でＤＶに関する
問題意識は、社会全体のＤＶ問題への認識の深まり及び市による啓発効果等により、確実に高まっ
ています。また、暴力の内容についても、行動の制限や監視等の社会的暴力、暴言等の精神的な暴
力を暴力ととらえる認識も深まりつつあります。
一方では、配偶者やパートナー間に起こる問題であるために、家庭内の問題、個人の問題として
とらえる考えは根強く、依然として潜在化している現状があります。ＤＶ問題への正しい理解と認
識が市民に共有されるように、今後も継続して啓発の取り組みを進めることが必要です。
併せて、ＤＶを防止するためには、子どもの頃からの男女平等と暴力防止の視点に立った教育が
重要であり、学校教育等におけるＤＶ防止の取り組みが必要です。

【施策１】ＤＶに関する啓発の充実

【現状と課題】
○　ＤＶに関する理解を深めるために、本市ではＤＶについての基本的な情報を盛り込んだ「ＤＶ
防止カード」の公共施設や民間商業施設、医療機関等への設置の拡充、市広報紙による特集記
事の掲載、「ＤＶのないまちづくり宣言」のポスター図案やＤＶ根絶に向けた標語の募集、優
秀作品の啓発への活用、出前講座の開催、女性に対する暴力をなくす運動等、さまざまな方法
により、市民への啓発に努めてきました。
　　これらの取り組みの結果、ＤＶを女性への人権侵害と思う人の割合は５年前に比べると高く
なっており、相談窓口における相談件数も増加傾向にあります。しかし、被害を受けた経験の
ある人の約半数は相談に結びついていません。また、ＤＶの本質や問題への市民の理解は未だ
不十分な状態にあり、二次被害を受ける被害者も後を絶ちません。このような状況を変えてい
くためには、社会全体に対するなお一層の啓発が必要であり、継続的に多様な方法による効果
的な啓発の研究と実践が必要です。

【主な事業】
①　従来の啓発方法に加え、対象に応じた新しい手法を研究し、社会全体への啓発の強化を図り
ます。

施
策
の
方
向
１
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Ⅲ　基本的な考え方

【施策２】ＤＶ防止のための教育等の実施

【現状と課題】
○　セーフコミュニティの取り組み項目のひとつでもある、幼児に対する男女平等と暴力防止の
視点に立った教育の推進を実施計画に盛り込み、第一段階として、幼稚園や保育所で指導者研
修を促進してきましたが、これについても、引き続き取り組んでいく必要があります。

○　本市では、学校教育における人権教育の中で男女共同参画教育に取り組んでいますが、ＤＶ
問題への理解を深める視点からの教育は十分とは言えません。子どもの頃からの教育の重要性
を踏まえ、男女平等と暴力防止の視点に立った発達段階に応じた取り組みが必要です。また、
人権に根ざした性教育の充実を図っていくことも必要です。

○　若者における交際相手からの暴力（以下「デートＤＶ」という。）の防止については、携帯
電話・スマートフォンに見られるコミュニケーション手段の急速な変化の中、取り組みの強化
が喫緊の課題になっています。
　　本市では中学生、高校生・若者向けのデートＤＶ防止啓発プログラム・啓発冊子を作成する
とともに、固定的性別役割分担意識や暴力を容認する考えが持つ問題点を組み込んだ啓発講座
を民間支援団体との協働により実施してきました。
　　このような啓発講座は、中学生や高校生等の暴力防止と男女平等を人権の視点から学ぶ重要
な機会となっており、特に中学生においては、受講前後で生徒の暴力に関する考え方に顕著な
変化が見られます。中学生や高校生等に対する今後のさらなる取り組みの強化が必要です。併
せて、教職員等学校関係者や保護者がデートＤＶに関して正しい認識を持つことも重要です。

○　近年、ＤＶ加害者のストーカー行為の問題が顕在化しており、加害者更生プログラムの実施
に期待する声はさらに強まっています。
　　しかし、内閣府が実施した調査研究報告書では、プログラムの実施については、「ＤＶ被害
者にとって暴力的な環境が続く結果になる」との有識者の意見や、ＤＶ行為を処罰の対象とし
て扱うようにはなっていないという問題、加害者に自らの言動を暴力として認識させることの
難しさが報告されています。この５年間を経ても依然として実効性は不透明のままです。
　　このような状況を踏まえ、国の調査研究や関係団体等の取り組みに関する情報を収集しなが
ら、被害者の安全確保の視点に立った加害者更生プログラムの実施について引き続き研究を行
います。

【主な事業】
①　幼児教育や保育に携わる職務関係者対象に研修を実施します。（新規）
②　学校教育におけるＤＶ等の暴力防止の視点に立った教育の実施を検討します。
③　デートＤＶ防止啓発プログラムに基づく啓発講座の実施校を増やします。
④　学校教育関係者や保護者等を対象に研修や講座を実施します。（新規）
⑤　被害者の安全確保の視点に立った加害者更正プログラムに関する研究を行います。

施
策
の
方
向
１
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Ⅲ　基本的な考え方

【施策３】ＤＶ被害者を孤立させないための効果的な情報提供の推進

【現状と課題】
○　ＤＶ被害者は、加害者からの行動の制限や監視により、人間関係や社会との関わりを絶たれ、
ＤＶに関する情報も届きにくく孤立した状態にあります。
　　本市では、ＤＶ被害者が孤立しない、声を上げやすい環境づくりに向けて、被害者等の意見
を参考に、ＤＶ防止カードの設置箇所の拡充を図ってきました。
　　しかし、依然としてＤＶ被害者は孤立状況にあり、安全に情報を届けるために、加害者に情
報が伝わることのないよう、十分に配慮した情報提供の方法を工夫し、きめ細かな対応を継続
する必要があります。

【主な事業】
①　ＤＶ被害者が安全に情報を入手できるよう市民への効果的な情報提供方法を工夫します。

【施策４】職務関係者等への研修の実施

【現状と課題】
○　ＤＶ防止と被害者の早期発見を進めるためには、市役所、公共機関等のＤＶ被害者に関わる
職務関係者がＤＶ問題に関する認識を深めることが重要です。本市では全職員を対象に男女平
等問題に関する研修の一貫としてＤＶ問題の基礎研修を実施していますが、今後も継続的に職
員研修を実施する必要があります。

○　ＤＶ被害者の安全確保のためには、行政手続き等においてＤＶ被害者の個人情報が漏れない
ことが重要であり、市職員一人ひとりが制度を正しく理解し、守秘義務を常に意識して業務を
遂行しなければなりません。また、ＤＶ被害者と接する窓口の職員や関連する手続きを行う職
員は、被害者支援における重要な役割を担っているという自覚を常に持ちながら対応すること
が必要であり、関係職員に対する研修をさらに強化する必要があります。

○　これまで、学校や保育所、民生委員・児童委員、子育て支援団体等、ＤＶ被害者及びその同
伴児と関わる職務関係者には、ＤＶに関する知識や支援の方法と併せて、ＤＶのある家庭に育
つ子どもへの対応を学ぶ研修を実施してきましたが、このような子どもと接する職員へのさら
なる研修の実施が必要です。

○　ＤＶの早期発見と防止への可能性を持つ医療関係者に対し、ＤＶ問題への理解とＤＶ被害者
に関する研修を実施していますが、セーフコミュニティにおける取り組みを契機に、「医療関
係者向け被害者対応マニュアル」を作成するなどＤＶ対策が進みました。今後は、同マニュア
ルを基に医療関係者への研修を実施する必要があります。

○　加害者等からの問い合わせなどへの対応基準を示すために策定した「安全対策マニュアル」

施
策
の
方
向
１
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Ⅲ　基本的な考え方

に基づき、関係職員に対する研修が実施されていますが、ＤＶ被害者の安全確保を徹底するた
めには、同マニュアルに基づく研修を引き続き確実に実施する必要があります。

【主な事業】
①　ＤＶ被害者の早期発見と安全確保、及び二次被害防止の視点からの職務関係者に対する研修
を強化します。

②　ＤＶのある家庭に育つ子どもへの対応に関する職務研修を実施します。（新規）
③　安全対策の強化のため「安全対策マニュアル」に基づいた研修を実施します。

施
策
の
方
向
１
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Ⅲ　基本的な考え方

施策の方向２　相談体制の充実
多くのＤＶ被害者は、身体的暴力だけでなく心理的攻撃、性行為の強要等、自尊感情を傷つける
暴力により、力を奪われると同時に、ＤＶが起こるのは、被害者自身に非があるように言われるた
めに、「自分が悪いから」と自分を責める傾向にあります。また、暴力が過小評価されているために、
相談するほどのことではないと思い込んでいることも多く、相談窓口につながりにくい状況があり
ます。
このような状況を改善していくためには、ＤＶ防止の啓発と併せて、ＤＶ被害者が被害を訴えや
すいような相談体制の充実が必要です。
相談員は、ＤＶ被害者のおかれている状況を的確に把握するとともに、早期発見、安全確保のた
めに必要な知識や情報、適切な対応を行うスキルを身につけていなければなりません。また、障害
者、高齢者や外国人等の被害者の人権に配慮し、必要な情報の提供や対応を行っていくスキルも必
要です。
併せて、ＤＶ被害者支援には、複数の関係機関・団体による支援が不可欠であり、関係機関等の
顔の見える連携の構築も重要な課題です。

【施策１】相談体制の充実・強化

【現状と課題】
○　本市におけるＤＶ相談の主な窓口は、家庭子ども相談課と男女平等推進センターです。相談
においては、ＤＶ被害者の早期発見や安全確保に努めており、年々複雑化するＤＶ相談に対応
するため、男女平等推進センターの相談時間の延長、職員体制の充実を図りました。また、必
要な支援を安全に迅速に提供できるよう相談員に対しては、事例検討や専門家による研修など
を実施し、相談技術の向上に努めています。
　　また、ＤＶ被害者である相談者が、関係機関で安全かつ、二次被害を受けることなく目的と
する手続きを行うため、必要に応じて同行支援をしています。このような機会は、相談員に
とっても相談技術を高める有効な機会となっており、今後も関係機関等に出向いての実践的な
研修の充実が必要です。

○　平成13年から庁内相談ネットワーク会議と庁内に外部の関係機関・団体を加えた相談関係
機関ネットワーク会議を開催しています。また、日頃の連携に役立つよう関係機関の業務内容、
開設時間、利用の仕方等を盛り込んだ「ネットワークシート」の活用により、着実に情報の共
有化は進んでいますが、さらに連携の強化を図る必要があります。

【主な事業】
①　相談員の資質や技術向上のための研修の充実を図ります。
②　関係機関・団体との連携を強化するため、ネットワーク機能の充実を図ります。

施
策
の
方
向
２
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Ⅲ　基本的な考え方

【施策２】外国人への対応の充実

【現状と課題】
○　言語や文化・生活習慣の違いから孤立しやすい外国人においては、ＤＶ被害がより潜在化、
深刻化しやすい状況にあります。本市では、平成23年に外国人へのＤＶに関する多言語の啓
発カードを作成し関係窓口等に設置しましたが、情報が十分には行き届いていないため、引き
続き情報提供のあり方の検討が必要です。

○　本市では、外国人本人が使い慣れている言語で安心して相談できるよう、平成21年度から必要
に応じて通訳を配置し対応しています。今後も通訳の一層の充実を図るとともに、通訳のＤＶ問
題への理解を深める研修が必要です。平成23年に、外国人の支援にあたって必要な知識やスキル
をまとめた「外国人ＤＶ被害者支援マニュアル」を作成しました。作成作業を通じて、関係部局
における理解が深まりつつあります。また、支援を介して在住外国人を支援する民間支援団体と
相談窓口とのＤＶ問題への共通理解が生まれていますが、さらなる連携の強化が必要です。

【主な事業】
①　多言語によるＤＶ防止啓発の充実を図ります。
②　多言語に対応できる通訳の確保に努めます。
③　機会をとらえて通訳への研修を実施します。

【施策３】障害者、高齢者への対応の充実

【現状と課題】
○　障害者、高齢者においてはＤＶ被害がより潜在化、長期化、深刻化するという共通した状況
がみられます。
　　障害者については、ＤＶに関する情報が届きにくい、あるいは理解が困難であるうえに加害
者が暴力の原因を被害者の障害のせいにして自己正当化する傾向が強いなど、問題が顕在化し
にくい状況にあります。また、高齢者についても、これまで正しい情報を得られなかったため、
自分の状況をＤＶとして認識する機会が乏しく、ＤＶが長期間にわたり繰り返され、力を奪わ
れている実態があります。
　　障害者、高齢者のＤＶ被害者は、それぞれが持つ特性のために相談窓口にたどりつくこと自
体がより困難な状態にあることをふまえ、本人や家族を含む地域住民に対するＤＶ問題の啓発
などを通じ、日頃から関係機関・窓口との緊密な連携を図ることが重要です。また、相談対応
においては、例えば手話通訳の手配、ていねいでわかりやすい説明などの合理的な配慮、加害
者からの追求のおそれのない相談場所への誘導等、それぞれが持つ特性や状態に配慮した安全
な相談環境を整備することが必要です。

【主な事業】
①　障害者、高齢者の持つ特性に配慮した相談体制を整備します。
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Ⅲ　基本的な考え方

施策の方向３　安全に配慮した支援体制の充実
加害者によるＤＶ被害者への支配意識と執着心等から、ＤＶ被害者が加害者から離れようとする
時が一番危険だと言われています。また、離れた後、ストーカー化した加害者から脅かされたり、
実際に危害を加えられるＤＶ被害者もおり、安全な緊急避難先の確保と避難後の生活再建並びに自
立の過程における切れ目のない安全管理が不可欠です。緊急避難を必要とするＤＶ被害者を迅速に
保護するとともに、一人ひとりの状況に応じた、安全な保護体制が必要です。
また、避難場所は、安全であると同時に、ＤＶ被害者が心身の回復を図り本来の自分自身を取り
戻し、自分の力で問題を解決していけるように支援する場でなければなりません。
一方、ＤＶ被害者すべてが避難するわけではなく、避難を望まず加害者と同居している人もいま
す。そのようなＤＶ被害者の安全対策も重要な課題であり、加害者と一緒に暮らしながらも危険を
避けるための支援が求められます。
併せて、ＤＶ被害者の家族や友人、支援者（以下「支援者等」という。）が、被害者の居場所を
執拗に聞かれる等の加害者からの追求の矢面に立たされることがあります。このような支援者等の
安全にも配慮しなければなりません。

【施策１】ＤＶ被害者の安全対策の強化

【現状と課題】
○　ワンストップサービスの導入、ＤＶ被害者の住所情報を保護し、情報管理を徹底するための
住所情報保護システムの充実・推進とともに、関係部局の職員に対しては、正しくシステムを
理解し、適正に運用できるように住所情報保護担当者会議を定期的に開催し、情報管理につい
ての研修、情報交換や共通課題の解決等を行い、職員の意識の向上と情報管理の徹底を図って
きました。しかし、ＤＶやストーカー加害者による被害者の個人情報の聞き出しが巧妙化して
おり、職員の情報管理能力の向上を図る必要があります。

○　ＤＶ被害者に関する情報の適切な管理をさらに徹底するため、住所情報保護システムが適正
に運用されるように、課題の検証と対応策の検討を行うことが必要です。

○　本市では、多様な状況のＤＶ被害者の安全確保のための対策に取り組んできました。避難場
所として指定している施設のセキュリティを高め、危険性の高いＤＶ被害者の安全確保のため
に、他県等広域の一時保護委託先を確保しています。併せて、避難場所として指定している施
設の職員のＤＶ被害者へのきめ細かな配慮、支援のための知識の向上やスキルアップに取り組
んできました。
　　これらについては、今後も対応の充実を図る必要があり、特に障害者、高齢者に対応できる
一時避難場所の確保が課題となっています。

○　生活再建に向けた手続き過程における安全対策として、本市では平成16年以来、市役所窓
口におけるワンストップサービスを導入し、ＤＶ被害者の安全確保と迅速な事務処理に努めて

施
策
の
方
向
３



15

Ⅲ　基本的な考え方

きました。また、手続きの窓口毎に、同じ内容を何度も話さなければならないことで生じるＤＶ
被害者の精神的苦痛を軽減するため、相談共通シートの活用を推進し、併せて、安全な相談の
ため、庁内外に新たな相談場所を設置しました。ワンストップサービスは、ＤＶ被害者の安全
対策の重要な柱であり、今後も、このシステムを維持・継承していくことが必要です。

○　職員が加害者等からＤＶ被害者に関する問い合わせを受けた時などの対応について、全庁的
に統一した対応基準を示す「安全対策マニュアル」を作成し、関係職員に対する研修を実施し
ていますが、ＤＶ被害者の安全確保を徹底するためには、同マニュアルに基づく研修を確実に
実施する必要があります。

○　ＤＶ加害者と同居している被害者においても安全確保のための支援は必要です。安全対策に
関する情報提供を行うとともに、ＤＶ被害者の状況を見守るためには、関係機関・団体との連
携強化が不可欠です。

【主な事業】
①　情報管理を徹底するために、職員の情報管理能力の向上を図ります。（新規）
②　民間支援団体との連携強化による被害者の安全確保と迅速な一時保護体制の充実に努めま
す。（新規）

③　ＤＶ被害者等住所情報保護システムの充実を図ります。
④　一時避難場所の充実を図ります。
⑤　ワンストップサービスを維持・継承します。
⑥　安全対策の強化のため「安全対策マニュアル」に基づいた研修を実施します。（再掲）
⑦　関係機関と連携し、加害者と同居しているＤＶ被害者の安全対策と見守り体制づくりを進め
ます。

【施策２】ＤＶ被害者の支援者等の安全対策の徹底

【現状と課題】
○　被害者の居場所について加害者からの追求の矢面に立たされることがあるＤＶ被害者の支援
者等の安全確保を図るため、相談窓口や関係機関と連携して、支援者等に対し、安全確保のた
めの情報提供を随時行っていますが、支援者等に対しては引き続き積極的に情報を提供すると
ともに、機会をとらえて研修を行うことが必要です。

【主な事業】
①　ＤＶ被害者の支援者等を対象に安全確保の視点からの情報を提供するとともに、研修を実施
します。
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Ⅲ　基本的な考え方

施策の方向４　自立に向けた支援の充実
ＤＶ被害者は、着の身着のままで避難し所持金がない場合が少なくありません。また、就労の機
会を奪われている、避難するために仕事を辞めている、暴力による心理的な影響のために就労が難
しい等により、避難後、経済的に困窮することが多く、将来への不安を抱いています。
また、ＤＶ被害者の多くは、加害者の追求を避けるために、親族や友人との交流を断っており、
ＤＶ被害者が新たに生活を始め、安定した生活を営むためには、安全が確保されるとともに、自立
促進のための住宅や生活費の確保、関係遮断の中でも働ける環境、労働条件の確保等、安心して暮
らせる生活基盤が確保されることが重要です。
また、障害者、高齢者のＤＶ被害者については、関係部局における個別支援から、より多くの機
関・団体の連携による支援へと選択肢が広がりつつありますが、さらに、障害者虐待防止法や高齢
者虐待防止法に基づく支援窓口と家庭子ども相談課や男女平等推進センターとの連携を強化し、ＤＶ
被害者の安全な生活再建に向けて、具体的な対応策の充実を図ることが必要です。
ＤＶ被害者の生活基盤の構築のためには、今後も実態に即した多様な自立支援策の提供が必要で
あり、職員の入れ替わりがあっても被害者への一貫した行政サービスが提供できるよう、現行の
ＤＶ被害者支援体制を維持していかなければなりません。

【施策１】自立支援システムの構築

【現状と課題】
○　相談・支援の現場で発生した問題や新たに必要と考えられる支援策等について男女平等政策
課が関係各課による協議の場を設け、課題解決案や新たな支援策を現場にフィードバックする
循環システムが定着しており、ＤＶ被害者の実態に即した具体的な支援策の整備を進めてきま
した。今後も課題の解決や新たな支援策の整備に向けて、関係各課や民間団体と緊密に連携を
とりながら検討していくことが必要です。

○　平成22年３月以来、ＤＶ被害者の自立に際し、抱える問題解決のために、あるいは、自立
に向けてＤＶ被害者自身が、選択し、決定し、取り組んでいくための支援内容をとりまとめた
「安全と自立のためのガイドブック」をＤＶ被害者に手渡してきました。これについては、今
後もＤＶ被害者に生きた情報として、提供し続けることが必要です。

○　本市では、関係窓口におけるＤＶ被害者の安全に配慮した生活再建のための行政サービス内
容を示す「支援対応マニュアル」に基づき、担当者が代わってもＤＶ被害者への支援内容が継
承される体制作りを進めてきました。今後も、必要な支援が迅速に支障なく提供されるよう、
同マニュアルの周知徹底とその継承が必要です。
　　また、同マニュアルについては、今後も毎年、新しい法令や通知に基づいて見直すことが必
要であり、特に、関係省庁から多数の通知が出されるＤＶ防止法改正時には、改正内容を踏ま
えた見直し作業が必要です。
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Ⅲ　基本的な考え方

○　障害者、高齢者のＤＶ被害者の生活再建のためには、それぞれの状態に配慮した自立支援策
を講じることが求められており、市の関係部局や団体との連携の強化が必要です。
　　障害者、高齢者のそれぞれの固有の状況に対応できるように策定された「ＤＶ被害者支援対
応マニュアル」に基づき、福祉施設や団体との連携が進んできていますが、同マニュアルをも
とに、関係職員・団体における支援内容の共有化及び連携強化に向けた取り組みが必要です。

【主な事業】
①　「安全と自立のためのガイドブック」の充実を図ります。
②　「久留米市におけるＤＶ被害者支援対応マニュアル」を適宜見直します。
③　関係職員への「久留米市におけるＤＶ被害者支援対応マニュアル」の周知を徹底します。
④　障害者、高齢者、それぞれに対する「ＤＶ被害者支援対応マニュアル」に基づき、職務関係
者への支援内容の周知を図ります。 （新規）

【施策２】生活再建に向けた支援策の充実

【現状と課題】
○　避難直後などＤＶ被害者の生活が急迫している場合に、一時的に生活保護制度の適用が必要
になることがあり、安全への配慮を基本に適切な対応に努めています。生活保護適用後の自立
支援については、市の関係部局や団体と連携し、それぞれの状況に応じたきめ細かなケース
ワークを行っていく必要があります。

○　住宅の確保はＤＶ被害者が生活再建していくときの最優先課題です。本市では、市営住宅の
単身者への枠の拡大、提供戸数の拡大等に取り組んできました。しかし、公営住宅を利用でき
ないＤＶ被害者の支援は依然として課題です。

○　ＤＶ被害者が避難後、安心して地域生活を送ることができるようになるためには、被害経験
者や支援者たちと適度な距離を保ちつつ、孤立せずに必要なケアを受けながら自立への基盤づ
くりを進めていくことができる環境が必要です。今後も利用しやすい中間施設としての住宅の
提供の継続が必要です。

○　本市では、就労が難航しがちな多くのＤＶ被害者の就労支援のため、ひとり親家庭等就業・
自立支援センター等との連携強化により雇用先の開拓を行ってきました。今後もＤＶ被害者の
経済的な自立を図るため、広く事業所や経済団体への協力依頼を強化する必要があります。
　　また、就労経験が少なく、精神的ダメージ等により就労が困難なＤＶ被害者に特化した職業
訓練の場の整備が必要であり、民間支援団体が実施している就労支援事業への支援を含め検討
が必要です。

○　加害者の元から避難してきたＤＶ被害者の多くは、身内や友人等からの支援をほとんど期待
できません。子どもを一時的に預ける必要がある場合、すでに市の保育サービスの中に病児保
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Ⅲ　基本的な考え方

育や一時預かりの制度はありますが、必要なときに活用できない場合も多く、特に、子どもが
病気や怪我をした場合には、仕事と看護の板ばさみ状態の中で、ＤＶ被害者の自立が阻まれて
いることから、病児保育の拡充が必要です。
　　また、男女平等推進センターにおいては、保護命令の申立等の公的手続き時にも子どもの安
全確保や心身の安定を図る観点から一時保育を実施していますが、更なる充実が必要です。

○　ＤＶが子どもに与える影響の問題が明らかになっています。子どもはもう一人の被害者で
す。ケアされない子どもたちは、例えば、避難後にＤＶ被害者である母親に向けて感情を爆発
させることが多く、その多くが、再度危害を加えられたり、追い詰められるために、精神的に
不安定になる状況にあります。
　　このような状況を予防するためには、子ども自身もＤＶの被害者であるという視点に立っ
た、子どもに焦点を当てたケアが必要です。そのため本市では、子どもに対するケアプログラ
ムを民間支援団体と協働して実施し、子どものケアとともに被害者の負担軽減、自立促進に重
要な役割を果たしており、今後も連携の継続と強化が必要です。

○　近年、ＤＶ環境の中にいる影響として、子どもの学習のつまずきが明らかになってきていま
す。この問題が不登校の一因にもなっており、子どもへの学習支援の必要性が明確になってい
ます。
　　この問題については、シェルターを運営する民間支援団体により、学習支援が展開されてお
り、本市としても平成25年度から補助金を交付して支援してきました。子どもの心身の回復
と安定した成長を支え、ＤＶ被害者の生活の安定を図る上でも学習支援の果たす役割は大き
く、今後も継続が必要です。

○　ＤＶ被害者支援に必要な施策については、男女平等推進センターの調査研究事業として取り
組んできました。引き続き、同センターの調査研究機能と体制の充実が必要です。
　　なお、ＤＶ被害者自身の精神的回復のためのグループ相談や自助グループ活動のためのプロ
グラムの開発については、取り組みが不十分な状況にあり、今後の課題です。

○　ＤＶ被害を受けている障害者、高齢者の生活再建のためには、それぞれの状態に配慮した自
立支援策を講じることが求められており、関係部局・団体との連携の強化が必要です。

【主な事業】
①　生活保護制度による経済的な支援を継続します。
②　住宅確保のための支援を充実します。
③　中間施設の機能を持つ市営住宅の確保を継続します。
④　雇用の確保・雇用の創出（起業支援も含む）及び民間支援団体と連携した職業訓練システム
づくりを推進します。

⑤�　ＤＶ被害者の回復・自立を図るための場の設置のあり方について検討します。（新規）
⑥　病児保育の拡充について検討します。（新規）
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Ⅲ　基本的な考え方

⑦　公的手続き時の一時保育サービスを充実します。
⑧　子どもへのケアプログラムを民間支援団体と連携して実施します。
⑨　一時避難中及びその後の子どもへの学習支援を継続します。
⑩　ＤＶ被害者の自立支援に関する調査研究の充実を図ります。（新規）
⑪　精神的回復のための支援プログラムを、民間支援団体と連携して提供します。
⑫　障害者、高齢者のそれぞれの状態に応じた自立支援策を実施します。
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施策の方向５　民間支援団体との協働の推進
ＤＶは市民の人権や生命に関わる問題であり、本来は行政が責任をもって取り組む分野です。し
かしながら、ＤＶ被害者の多様なニーズに対応するためには、多様な選択肢の提供が必要であり、
柔軟な対応ができる民間支援団体の役割が重要です。
平成22年に開催された全国シェルターシンポジウムの運営における支援をはじめ、本市では、啓
発、被害者の保護、自立支援にわたる分野で複数の民間支援団体と協働し支援策を実施してきまし
た。また、シェルターを運営する民間支援団体とは常に課題を共有し、被害者の状況に応じた支援
ができるよう関係窓口との協議を行っています。
ＤＶ対策を効果的に進めるためには、民間支援団体と協働して問題解決に当たることが不可欠で
あり、引き続き民間支援団体の安定的な活動を支援する取り組みが必要です。

【施策１】民間支援団体との連携の強化及び協働の推進

【現状と課題】
○　本市では、民間支援団体がＤＶ被害者支援における実績を着実に積み上げています。特に
シェルターを運営する民間支援団体は、ＤＶ被害者の抱える問題点や課題を把握しやすい立場
にあり、柔軟な対応ときめ細かな自立支援策を展開しており、その存在は重要です。
　　この間、ケースによっては、シェルター利用者以外の相談者においても生活再建がスムーズ
に行われるように民間支援団体が実施している回復支援プログラムの提供を受ける等の連携も
生まれています。
　　また、新たに生じる課題について、随時民間支援団体と協議し、施策に反映してきました。
引き続き、民間支援団体と連携して対策を検討し、ＤＶ被害者支援を総合的に推進していくと
ともに、今後もそれぞれの持ち味をいかし、協働体制の充実を図る必要があります。

【主な事業】
①　民間支援団体との連携を強化するとともに、協働体制の充実を図ります。

【施策２】民間支援団体への支援の充実

【現状と課題】
○　シェルターを運営する民間支援団体の活動は、緊急性 ･危険性の高いケースへの対応ととも
に、ＤＶ被害者の立場に立ったきめ細かいサポートも展開していますが、財政的には脆弱であ
り、ボランティアで担われています。
　　このような状況に対して、新たに、子どもの学習支援への助成や、民間支援団体と協働して、
ＤＶ被害者やその子どもへの支援者養成講座を毎年実施する等、民間支援団体の安定した活動
に向けての支援を行いました。民間支援団体が今後も活動を継続していくためには、安定した
経済基盤が不可欠であり、財政支援の継続が必要です。

施
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Ⅲ　基本的な考え方

○　平成16年に民間支援団体が開設したＤＶ被害者支援のためのリサイクルショップでは、支
援のための資金づくりにとどまらず、多くの効果を生み出しています。このリサイクルショッ
プの利用がＤＶ被害者支援の啓発の役割を果たし、ＤＶ被害者支援への参加意識につながって
います。また、加害者からの追求の恐れがなくなった被害者のリサイクルショップでの活動は、
社会とのつながりの回復にも功を奏しており、今後も継続的な支援が必要です。

【主な事業】
①　民間シェルターを運営する団体をはじめ、民間支援団体への支援を継続します。
②　ＤＶ被害者支援のためのリサイクルショップへの支援を継続して実施します。
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Ⅲ　基本的な考え方

施策の方向６　苦情処理体制の周知・活用促進
相談や一時保護を行う上で、ＤＶ被害者の安全確保と二次被害防止に留意して対応するよう職員
への周知に努めていますが、それでも適切な対応がなされない事態が起こらないとは限りません。
ＤＶ被害者は、市の対応への苦情等については、弁護士等の専門家による男女平等推進委員に申
し出ることができます。申し出を受けた場合には、誠実に受けとめ、一定のルールに沿った方法で
適正かつ迅速に処理し、職務の執行を改善するとともに、可能な限り処理結果について、申出人に
対する説明責任を果たすことが必要です。

【施策１】苦情処理体制の周知・活用促進

【現状と課題】
○　本市では、男女平等に関する苦情や権利侵害等の救済の申出に対応するため、「久留米市男
女平等を進める条例」に男女平等推進委員制度を規定しています。
　　この５年間、男女平等推進委員制度についての広報カード（SOSカード）の設置先の拡大、
関係団体への制度活用の働きかけ、ＤＶに関する相談を受けた際に、制度の情報提供を行う等
の取り組みを進めてきましたが、制度についてさらなる周知に努めることが必要です。

【主な事業】
①　男女平等推進委員制度のさらなる周知・活用促進を図ります。
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Ⅲ　基本的な考え方
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Ⅲ　基本的な考え方

１．市民の意識、ＤＶの状況

久留米市民のＤＶに関する意識や状況については、平成26年９月に実施した「久留米市男女平
等に関する市民意識調査」に基づいて見ていきます。
この調査の対象者は、20歳以上の男女3,000人で、回答者は1,196人、うち女性が743人（62.1％）、
男性453人（37.9％）でした。

（１）女性への人権侵害と思うもの

（２）この５年間でパートナーから何らかの暴力を受けた経験
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Ⅲ　基本的な考え方

（３）パートナーからの暴力の内容
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■□ 何度もあった　■□ 1、2度あった　■□ なかった　□ 無回答
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Ⅲ　基本的な考え方

0％ 50％ 100％ 『あった』

性
的
暴
力

経
済
的
暴
力

社
会
的
暴
力

-

1.1

0.8 4.1

4.7

2.6

70.0

71.9

65.7

25.1

22.2

31.7

全体（N=366）

女性（N=255）

男性（N=111）

4.9

5.8

2.6

性
別

（ケ）
見たくないのに、ポ
ルノビデオやポルノ
雑誌を見せられた

5.8

7.7

1.3

14.9

19.4

4.3

55.7

52.7

62.6

23.7

20.2

31.7

全体（N=366）

女性（N=255）

男性（N=111）

20.7

27.1

5.6

性
別

（サ）
望まない性交渉を強
要された

6.7

9.6

-

5.7

5.7

5.7

64.2

64.9

62.6

23.4

19.8

31.7

全体（N=366）

女性（N=255）

男性（N=111）

12.4

15.3

5.7

性
別

（シ）
生活費など必要なお
金を渡さない

6.9

5.7

9.6

12.6

14.5

8.3

57.5

59.8

52.2

23.0

20.0

30.0

全体（N=366）

女性（N=255）

男性（N=111）

19.5

20.2

17.9

性
別

（ス）
生活費を細かくチェ
ックする

5.9

6.6

4.3

12.3

13.4

9.5

58.3

60.0

54.4

23.5

20.0

31.7

全体（N=366）

女性（N=255）

男性（N=111）

18.2

20.0

13.8

性
別

（セ）
身内や友達とのつき
あいや外出を制限さ
れた

3.2

2.3

5.2

10.5

10.2

11.3

62.4

66.1

54.0

23.9

21.5

29.6

全体（N=366）

女性（N=255）

男性（N=111）

13.7

12.5

16.5

性
別

（ソ）
携帯電話のメールや
通信履歴をチェック
された

3.3

4.5

0.4

5.5

7.0

2.2

66.2

66.4

65.7

25.0

22.1

31.7

全体（N=366）

女性（N=255）

男性（N=111）

8.8

11.5

2.6

性
別

（コ）
避妊に協力しない

■□ 何度もあった　■□ 1、2度あった　■□ なかった　□ 無回答

資　
　

料

資料



28

Ⅲ　基本的な考え方

（４）ドメスティック・バイオレンスの相談の有無
「パートナーからの暴力を受けたことがある」と回答した人のうち、誰かに相談したか尋ねまし
た。

（５）相談しなかった理由
「相談しなかった（できなかった）」と答えた人に、その理由を尋ねました。
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Ⅲ　基本的な考え方

２　相談の状況

久留米市におけるＤＶ相談の窓口は、主として家庭子ども相談課と男女平等推進センターが担っ
ています。この３年間の推移を見ると、家庭子ども相談課も、男女平等推進センターも年によって
件数の増減はあるものの、全体的にはＤＶを主訴とする相談も、ＤＶを含む相談も増加傾向にあり
ます。
相談関係機関ネットワーク会議における支援体制の構築や個別の相談を通じての緊密な連携が功
を奏し久留米市の相談件数の増加につながってきていると考えられます。

（1）久留米市ＤＶ相談件数

　　　　　 家庭子ども相談課　　　　　　　　　　　男女平等推進センター

（2）配偶者からの暴力事案の対応件数
　　1）全国の対応件数　　　　　　2）福岡県内の対応件数　　　　3）久留米警察署対応件数
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Ⅲ　基本的な考え方

職務関係者
学校
幼稚園・保育所
医療機関等
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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
� （平成十三年四月十三日法律第三十一号）
� 最終改正：平成二六年四月二三日法律第二八号
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。

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
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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。
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
五条及び第八条の三において同じ。）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）その他の法令の定めるところにより、暴力
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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　命令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
しゅう

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
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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。
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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
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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）
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。
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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〔平成一六年法律第六四号〕　　　
（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〔平成一九年法律第一一三号〕〔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〔平成二五年法律第七二号〕〔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〔平成二六年法律第二八号〕〔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

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
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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

（政令への委任）
第十九条　この附則に規定するもののほか、この法律の施
行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

資　
　

料



39

資料

久留米市男女平等を進める条例
� 平成14年9月30日
� 久留米市条例第27号
目　次　　第１章　総則（第１条－第７条）
　　　　　第２章　男女平等推進のための基本的施策（第８条－第16条）
　　　　　第３章　苦情等の申出の処理（第17条－第29条）
　　　　　第４章　久留米市男女平等政策審議会（第30条－第33条）
　　　　　第５章　雑則（第34条）
　　　　　附則

第１章　総　則
　（目的）
第１条　この条例は、本市における男女平等の推進に関
し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明
らかにするとともに、市の施策の基本となる事項及び苦
情等の申出の処理に関する事項を定め、男女平等を進め
るための施策を総合的かつ計画的に実施することにより
男女共同参画社会の実現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）市民　市内に居住する者、市内に通勤する者、市内
に通学する者及び市内を活動の拠点とする個人をいう。

（2）事業者等　事業者及びその他の民間団体で、市内に
おいて活動するものをいう。

（3）男女共同参画社会　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いう。

（4）積極的格差是正措置　前号に規定する機会に係る男
女間の格差を改善するため必要な範囲において、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）セクシュアル・ハラスメント　性的な言動により当
該言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的
な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を
与えることをいう。

（6）ドメスティック・バイオレンス　配偶者等の男女間
において、個人の尊厳を侵すような身体的又は精神的
な苦痛を与える暴力的行為をいう。

　（基本理念）
第３条　男女共同参画社会の実現は、次の基本理念にのっ
とり推進さ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
が性別による直接的又は間接的な差別的取扱いを受け
ないこと、男女が個性と能力を生かす機会が確保され

ること、男女間におけるあらゆる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及び性別によ
る差別と他の理由からなる差別とを重複して受けてい
る男女が存在する状況に対して配慮されること。

（2）社会における制度又は慣行が、性別による固定的な
役割分担等を反映して、男女の社会における活動の自
由な選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ
り、男女平等の推進を阻害する要因となっている場合
は、その要因が取り除かれるよう配慮されること。

（3）教育の果たす重要性にかんがみ、学校教育、社会教
育その他のあらゆる教育の場において、男女平等を推
進する視点が採り入れられること。

（4）男女が社会の対等な構成員として、市における政策
又は事業者等における方針の立案及び決定に参画する
機会が、平等に確保されるよう配慮されること。

（5）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、当該活動以外の活動を行うことができるよ
う配慮されること。

（6）男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を
営み、性と生殖に関する事項に関し自らの決定が尊重
されること。

（7）男女平等の推進は、その取組が国際社会における取
組と密接な関係を有していることにかんがみ、平和を
基盤とした国際的協調の下に行われること。

　（市の責務）
第４条　市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」
という。）にのっとり、男女平等の推進を主要な政策とし
て位置付け、男女共同参画社会を実現するための施策（積
極的格差是正措置を含む。以下「男女平等推進施策」と
いう。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

２　市は、国及び他の地方公共団体と連携を図るととも
に、市民及び事業者等と協力して男女平等推進施策を実
施しなければならない。

３　市は、男女平等推進施策を実施するため、必要な財政
上の措置を講ずるよう努めなければならない。

４　市は、男女平等推進施策以外の施策を策定し、及び実
施するに当たっては、男女平等の推進を阻害することの
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ないよう配慮しなければならない。

　（市民の責務）
第５条　市民は、男女共同参画社会について理解を深め、
職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野に
おいて、基本理念にのっとり、男女平等の推進を阻害す
る要因を取り除くよう努めるとともに、市が実施する男
女平等推進施策に協力するよう努めなければならない。

　（事業者等の責務）
第６条　事業者等は、男女共同参画社会について理解を深
め、その活動に関し、基本理念にのっとり、男女平等の
推進を阻害する要因を取り除くよう努めるとともに、市
が実施する男女平等推進施策に協力するよう努めなけれ
ばならない。

　（性別による差別的取扱い等の禁止）
第７条　何人も、職域、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な取扱いをして
はならない。
２　何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメス
ティック・バイオレンスを行ってはならない。

第２章　男女平等推進のための基本的施策
　（政策等の立案及び決定の過程への女性の参画促進）
第８条　市は、積極的格差是正措置の一つとして次に掲げ
る措置を講ずるものとする。
（1）市における政策の立案及び決定の過程への女性の参
画を積極的に促進すること。

（2）事業者等における方針の立案及び決定の過程への女
性の参画を促進するため、当該事業者等に対し、必要
な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

　（情報収集及び調査研究）
第９条　市は、男女平等推進施策を総合的に策定し、及び
実施するため、情報収集及び調査研究を行うものとす
る。

　（啓発活動）
第10条　市は、市民及び事業者等が男女共同参画社会につ
いて理解を深めるため、啓発活動を行うものとする。

　（男女平等推進教育の充実）
第11条　市は、学校教育、社会教育その他の教育の分野に
おいて効果的な方策を講ずることにより、男女平等を推
進するための教育の充実に努めるものとする。

　（家庭、職域及び地域における活動への平等な参画に対
する支援）
第12条　市は、男女が固定的な性別役割にとらわれない対
等な関係により、家庭、職域及び地域のあらゆる分野に
おける活動の機会に平等に参画できるよう、必要な支援
を行うものとする。

　（男女平等推進活動への支援）
第13条　市は、市民又は事業者等が行う男女共同参画社会
の実現に向けた男女平等を推進するための活動に対し、
必要な支援を行うものとする。

　（男女平等推進体制の整備）
第14条　市は、男女共同参画社会の実現に向けて、男女平
等推進施策を総合的に策定し、及び実施するために必要
な体制の整備に努めるものとする。

　（男女平等推進拠点）
第15条　市は、久留米市男女平等推進センター（久留米市
生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久
留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター
複合施設条例（平成12年久留米市条例第35号）第３条
第２号に規定する施設をいう。）を、市の男女平等推進
施策を実施するための拠点として位置付け、男女共同参
画社会の実現に取り組むものとする。

　（行動計画）
第16条　市は、男女平等推進施策を総合的かつ計画的に実
施するため、男女共同参画社会基本法（平成11年法律
第78号。以下「基本法」という。）第14条第３項の規定
に基づき、市の区域における男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策についての基本的な計画として久留米
市男女共同参画行動計画（以下「行動計画」という。）
を策定するものとする。

２　市は、行動計画を策定し、又は変更しようとするとき
は、あらかじめ市民の意見を反映させるために必要な措
置を講ずるものとする。

３　市は、行動計画の実施状況について、年次報告書を作
成し、公表するものとする。

第３章　苦情等の申出の処理
　（男女平等推進委員）
第17条　市は、次条に規定する苦情及び救済の申出につい
て、必要な処理をするため、市長の附属機関として久留
米市男女平等推進委員（以下「推進委員」という。）を
置く。

２　推進委員の定数は３人以内とする。
３　推進委員の数が２以上である場合においては、そのす
べてが男女いずれか一方の性によって占められてはなら
ない。

４　推進委員は、男女平等の推進に関し優れた識見を有
し、性別による差別の解決に熱意があり、社会的信望が
厚い者のうちから、市長がこれを委嘱する。

５　推進委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の推進
委員の任期は、前任者の残任期間とする。

６　推進委員の任期は、通算して６年を超えることができ
ない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、
この限りでない。

　（苦情及び救済の申出）
第18条　市民及び事業者等は、推進委員に対し、市が行う
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男女平等推進施策に関する苦情の申出及び市が行うその
他の施策が男女平等の推進を阻害していること又は阻害
するおそれがあることに関する苦情の申出をすることが
できる。
２　何人も、推進委員に対し、市内において生じた性別に
よる差別的取扱いその他の男女平等の推進を阻害する要
因に基づく権利侵害（以下「権利侵害」という。）によ
り被害を被った者の救済の申出をすることができる。

　（推進委員の処理の対象としない事項）
第19条　前条に規定する苦情及び救済の申出（以下「苦情
等の申出」という。）が次に掲げる事項である場合には、
前条の規定にかかわらず、推進委員の処理の対象としな
い。
（1）判決、裁決等により確定した事案に関する事項
（2）裁判所において係争中の事案及び行政庁において不
服申立ての審理中の事案に関する事項

（3）国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われて
いる事項

（4）推進委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項
（5）前各号に掲げるもののほか、調査することが適当で
ないと推進委員が認める事項

２　前条第２項の規定による救済の申出は、当該申出に係
る権利侵害があった日の翌日から起算して１年を経過し
たときは、することができない。ただし、正当な理由が
あると推進委員が認めるときは、この限りでない。

　（市に係る苦情等の申出の処理）
第20条　推進委員は、市に係る苦情等の申出があったとき
は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると
認める場合は、市長に対し、市の施策についての意見を
表明し、又は施策の是正若しくは改善のために必要な措
置若しくは権利侵害により被害を被った者の救済のため
に必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
２　前項の規定による意見の表明及び勧告についての決定
は、推進委員の合議によらなければならない。
３　市長は、推進委員から第１項の規定により意見が表明
され、又は勧告を受けたときは、当該意見又は勧告を尊
重しなければならない。
４　市長は、第１項の規定による勧告を受けたときは、当
該勧告に対する市の措置について推進委員に報告しなけ
ればならない。
５　推進委員は、市長から前項の規定による報告を受けた
ときは、当該勧告及び報告の内容を公表するものとする。

　（救済の申出の処理）
第21条　推進委員は、第18条第２項に規定する救済の申
出（前条の規定により処理するものを除く。以下「救済
の申出」という。）があったときは、必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認める場合は、権利侵害
により被害を被った者を救済するためのあっせんその他
調整（以下「あっせん等」という。）を行うことができる。
２　推進委員は、前項の規定によるあっせん等を行った場
合において、救済の申出に係る状況が改善されていない

と認めるときは、権利侵害を行い被害を与えたものに対
し、改善を求めるための意見を表明することができる。

３　推進委員は、前項の規定による意見の表明を事業者等
に対して行った場合において、なお救済の申出に係る状
況が継続し、かつ、その態様が悪質であると認めるとき
は、当該事業者等に対し、救済の申出に係る状況を是正
するために必要な措置をとるべき旨を要請することがで
きる。

４　推進委員は、前項の規定により事業者等に是正を要請し
た場合において、当該事業者等が正当な理由なく当該要請
に応じないときは、市長に対し、その経過を報告するとと
もに、その状況を公表するよう求めることができる。

５　第２項の規定による意見の表明、第３項の規定による
要請並びに前項の規定による報告及び公表の求めについ
ての決定は、推進委員の合議によらなければならない。

６　市長は、推進委員から第４項の規定による報告及び公
表の求めが行われた場合には、その状況について必要な
事項を公表するものとする。この場合において、市長は、
あらかじめ当該公表に係る事業者等に意見を述べる機会
を与えなければならない。

７　市長は、前項の規定による公表を行ったときは、推進
委員に対し、その内容を通知しなければならない。

　（自己の発意による苦情等の処理）
第22条　推進委員は、自己の発意に基づき、第20条第１
項及び前条第１項から第４項までの規定による調査、意
見の表明、勧告、あっせん等、要請並びに報告及び公表
の求めを行うことができる。この場合において、第20
条第２項から第５項まで及び前条第５項から第７項まで
の規定を準用する。

　（処理の経過及び結果の通知）
第23条　推進委員は、第20条から前条までの規定により、
意見を表明し、勧告し、あっせん等を行い、是正を要請
し、若しくは市長に対して公表を求め、又は市長から報
告を受け、若しくは市長からの通知があったときは、苦
情等の申出を行った者（苦情等の申出を行った者が、権
利侵害により被害を被った者と異なる場合にあっては、
それぞれの者）に対して、その旨を通知するものとする。

２　前項の規定によるあっせん等を行った旨の通知は、当
該通知を受けるべき者があっせん等の当事者である場合
は、これを省略することができる。

　（調査への協力）
第24条　市は、推進委員が第20条第１項の調査を行う場
合において、その調査を拒んではならない。

２　市民及び事業者等は、推進委員が第21条第１項の調
査を行う場合において、その調査の実施に協力するよう
努めなければならない。

　（職務の遂行）
第25条　推進委員は、公平適切かつ迅速にその職務を遂行
しなければならない。

２　推進委員は、その職務の公平な遂行に支障を生ずるお
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それのある苦情等の申出についての処理に関わることが
できない。

　（兼職の禁止）
第26条　推進委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議
員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる
委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職
員若しくは地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28
条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員と
兼ねることができない。

　（政治的行為の制限）
第27条　推進委員は、政党その他の政治的団体の結成に関
与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、
又はその職務上の地位をこれらの団体若しくは政治的目
的のために利用してはならない。

　（解職の制限）
第28条　市長は、推進委員が、心身の故障のため職務の遂
行に堪えないと認められる場合又は推進委員としてふさ
わしくない行為があると明白に認められる場合でなけれ
ば、その職を解くことができない。

　（守秘義務）
第29条　推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな
らない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第４章　久留米市男女平等政策審議会
　（設置）
第30条　市は、行動計画その他の男女平等の推進に関する
重要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として
久留米市男女平等政策審議会（以下「審議会」という。）
を置く。

　（組織）
第31条　審議会は、委員20人以内をもって組織する。
２　審議会の委員は、学識経験を有する者及び男女平等の
推進に関し優れた識見を有する者のうちから、市長がこ
れを委嘱する。
３　審議会の委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数
が審議会の委員の総数の10分の４未満であってはなら
ない。
４　審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の
審議会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
５　審議会の委員の任期は、通算して６年を超えることが
できない。ただし、市長が特別の事情があると認めると
きは、この限りでない。

　（所掌事務）
第32条　審議会は、次に掲げる事務を行う。
（1）市長の諮問に応じて、行動計画の策定及び変更に関
し、調査審議し、意見を述べること。

（2）行動計画の実施状況に関する年次報告書の内容につ
いての報告を受け、必要に応じて、これに対する意見

を述べること。
（3）前２号のほか、市長の諮問に応じて、男女平等の推
進に関する重要な事項に関し、調査審議し、及び答申
を行い、又は必要があると認める事項について、市長
に意見を述べること。

　（意見の聴取）
第33条　審議会は、その所掌事務の処理に必要があるとき
は、市の機関の職員の出席を求め、意見を聴くことがで
きる。

第５章　雑　則
　（委任）
第34条　この条例に定めるもののほか、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〔抄〕
　（施行期日）
１　この条例は、平成15年４月１日から施行する。

　（準備行為）
２　この条例を施行するために必要な推進委員及び審議会
委員の委嘱その他の準備行為は、この条例の施行の日前
においても行うことができる。

　（田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う委
員の任期の特例）
４　田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴い、
当該編入の日以後最初に委嘱される久留米市男女平等政
策審議会の委員（当該編入の際現に久留米市男女平等政
策審議会の委員であるもの（以下「現行の委員」とい
う。）の任期中に新たに委員として委嘱されるものに限
る。）の任期は、第31条第４項の規定にかかわらず、現
行の委員の任期の満了する日までとする。

　（平16条例52・追加）
附　則（平成16年12月28日条例第52号）
この条例は、平成17年２月５日から施行する。
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（目的及び設置）
第１条　本市におけるＤＶのない社会の実現を目指す施策の総合的かつ効果的な推進を図ることを
目的として、久留米市ＤＶ対策会議（以下「ＤＶ対策会議」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条　ＤＶ対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。
（1）久留米市ＤＶ対策基本計画（以下「基本計画」という。）の見直し及び進行管理に関すること。
（2）その他必要と認める事項に関すること。

（組織）
第３条　ＤＶ対策会議は、別表第１に掲げる者をもって構成する。
２　ＤＶ対策会議に会長及び副会長を置き、会長は市長を、副会長は協働推進部の所管に属する事
項を分担する副市長（以下「担当副市長」という。）をもって充てる。
３　会長は、ＤＶ対策会議の事務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理す
る。

（会議）
第４条　ＤＶ対策会議は、会長が招集し、会議を主宰する。
２　会長は、必要があると認めるときは、ＤＶ対策会議の会議に関係職員の出席を求め、意見又は
説明を聴くことができる。
３　委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理で出席することができる。

（幹事会）
第５条　ＤＶ対策会議の所掌事務を効果的に遂行するため、ＤＶ対策会議に幹事会を置く。
２　幹事会は、別表第２に掲げる者をもって構成する。
３　幹事会に代表幹事及び副代表幹事を置き、代表幹事は協働推進部次長を、副代表幹事は子ども
未来部次長をもって充てる。
４　代表幹事は、幹事会の事務を総理する。
５　第３条第４項及び第４条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、第３条第4
項並びに第４条第１項及び第２項中「会長」とあるのは「代表幹事」と、第３条第４項中「副会
長」とあるのは「副代表幹事」と、第４条第３項中「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるも
のとする。

（計画検討部会）
第６条　ＤＶ対策会議に基本計画の見直し案の作成事務を所掌させるため、計画検討部会を置くこ
とができる。

久留米市ＤＶ対策会議設置要綱

資料
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２　計画検討部会は、別表第３に掲げる者をもって構成する。
３　計画検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は男女平等政策課長を、副部会長は家庭子
ども相談課長をもって充てる。
４　部会長は、計画検討部会の事務を総理する。
５　第３条第４項及び第４条の規定は、計画検討部会について準用する。この場合において、第３
条第４項並びに第４条第１項及び第２項中「会長」とあるのは「部会長」と、第３条第４項中「副
会長」とあるのは「副部会長」と、第４条第３項中「委員」とあるのは「部会員」と読み替える
ものとする。
６　部会長は、必要があると認めるときは計画検討部会の会議に関係職員の出席を求めることがで
きる。

（事務局）
第７条　ＤＶ対策会議の事務を処理するための事務局は、男女平等政策課及び男女平等推進セン
ター並びに家庭子ども相談課が共同して所管し、その総括を男女平等政策課において行う。

（委任）
第８条　この要綱に定めるもののほか、ＤＶ対策会議の運営について必要な事項は、会長が別に定
める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成22年７月12日から施行する。
　（「久留米市ＤＶ対策基本計画」策定検討委員会設置要綱の廃止）
２　「久留米市ＤＶ対策基本計画」策定検討委員会設置要綱は、廃止する。
　　　附　則
この要綱は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成26年４月１日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）
会　長 市長
副会長 担当副市長
委　員 副市長
　〃 企業管理者

資料

資　
　

料



45

Ⅲ　基本的な考え方資料

委　員 教育長
　〃 総合政策部長
　〃 総務部長
　〃 契約監理担当部長
　〃 協働推進部長
　〃 人権担当部長
　〃 男女平等推進担当部長
　〃 市民文化部長
　〃 健康福祉部長
　〃 保健担当部長
　〃 子ども未来部長
　〃　 環境部長
　〃 農政部長
　〃 商工観光労働部長
　〃 都市建設部長
　〃 田主丸総合支所長
　〃 北野総合支所長
　〃 城島総合支所長
　〃 三潴総合支所長
　〃 上下水道部長
　〃 教育部長
　〃 会長が別に指名する者

別表第２（第５条関係）
代表幹事 協働推進部次長
副幹事 子ども未来部次長
幹　事 総合政策部総合政策課長
　〃 総合政策部財政課長
　〃 総合政策部広報課長
　〃 総務部次長
　〃 総務部人事厚生課長
　〃 市民文化部次長
　〃 健康福祉部次長
　〃 環境部次長
　〃 農政部次長
　〃 商工観光労働部次長
　〃 都市建設部次長
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幹　事 田主丸総合支所次長
　〃 北野総合支所次長
　〃 城島総合支所次長
　〃 三潴総合支所次長
　〃 上下水道部次長
　〃 教育部次長
　〃 会長が別に指名する者

別表第３（第６条関係）
部会長 男女平等政策課長
副部会長 家庭子ども相談課長
部会員 広聴・相談課長
　〃 男女平等推進センター所長
　〃 税収納推進課長
　〃 市民税課長
　〃 市民課長
　〃 健康保険課長
　〃 医療 ･年金課長
　〃 障害者福祉課長
　〃 長寿支援課長
　〃 生活支援第１課長
　〃 生活支援第２課長
　〃 総務医薬課長
　〃　　 保健予防課長
　〃 健康推進課長
　〃 地域保健課長
　〃 子ども支援課長
　〃 子ども施設事業課長
　〃 労政課長
　〃 住宅政策課長
　〃 観光・国際課長
　〃 学校教育課長
　〃 学校保健課長
　〃 会長が別に指名する者
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22 11 21平成 22年 11 月 21 日

久留米市告示第 494 号

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）のないまちづくり宣言

　人はだれもが、かけがえのない個人として尊重され、安全に安心して暮らす

権利をもっています。しかし、ＤＶによる被害は後を絶ちません。

　ＤＶとは､ 配偶者間や恋人同士など親密な関係のなかでおきる、さまざまな

暴力のことをいいます。ＤＶは人を暴力で支配する行為であり、体や心を傷つけ、

命を奪うことさえある重大な人権侵害です。

　ＤＶはいかなる理由があっても許されるものではありません。

　久留米市は、市民と協働して、ＤＶのないまちづくりを進めることを決意し、

ここに宣言します。


