
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のた

めの施策に関する基本的な方針（概要）

平成25年12月26日

内閣府、国家公安委員会、

法務省、厚生労働省告示第1号

第１ 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

１ 基本的な考え方

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。

２ 我が国の現状

平成13年４月、法が制定され、基本方針の策定等を内

容とする平成16年５月、平成19年７月の法改正を経て、

平成25年６月に生活の本拠を共にする交際相手からの

暴力及び被害者についても配偶者からの暴力及び被害

者に準じて法の適用対象とする法改正が行われ、平成

26年１月３日に施行された。

３ 基本方針並びに都道府県基本計画及び市町村基本計

画

（１）基本方針

基本方針は、都道府県基本計画及び市町村基本計画

の指針となるべきものである。基本方針の内容につ

いても、法と同様、生活の本拠を共にする交際相手

からの暴力及び被害者について準用することとする。

（２）都道府県基本計画及び市町村基本計画

基本計画は、第一線で中心となって施策に取り組む

地方公共団体が策定するものである。策定に当たっ

ては、それぞれの都道府県又は市町村の状況を踏ま

えた計画とするとともに、都道府県と市町村の役割

分担についても、基本方針を基に、地域の実情に合

った適切な役割分担となるよう、あらかじめ協議す

ることが必要である。被害者の立場に立った切れ目

のない支援のため、都道府県については、被害者の

支援における中核として、一時保護等の実施、市町

村への支援、職務関係者の研修等広域的な施策等、

市町村については、身近な行政主体の窓口として、

相談窓口の設置、緊急時における安全の確保、地域

における継続的な自立支援等が基本的な役割として

考えられる。

第２ 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

１ 配偶者暴力相談支援センター

都道府県の支援センターは、都道府県における対策の

中核として、処遇の難しい事案への対応や専門的・広

域的な対応が求められる業務にも注力することが望ま

しい。市町村の支援センターは、身近な行政主体にお

ける支援の窓口として、その性格に即した基本的な役

割について、積極的に取り組むことが望ましい。また、

民間団体と支援センターとが必要に応じ、機動的に連

携を図りながら対応することが必要である。

２ 婦人相談員

婦人相談員は、被害者に関する各般の相談に応じると

ともに、その態様に応じた適切な援助を行うことが必

要である。

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等

（１）通報

都道府県及び市町村は、被害者を発見した者は、そ

の旨を支援センター又は警察官に通報するよう努め

ることの周知を図ることが必要である。医師その他

の医療関係者等は、被害者を発見した場合には、守

秘義務を理由にためらうことなく、支援センター又

は警察官に対して通報を行うことが必要である。

（２）通報等への対応

支援センターにおいて、国民から通報を受けた場合

は、通報者に対し、被害者に支援センターの利用に

関する情報を教示してもらうよう協力を求めること

が必要である。医療関係者から通報を受けた場合は、

被害者の意思を踏まえ、当該医療機関に出向く等に

より状況を把握し、被害者に対して説明や助言を行

うことが望ましい。警察において、配偶者からの暴

力が行われていると認めた場合は、暴力の制止に当

たるとともに、応急の救護を要すると認められる被

害者を保護することが必要である。

４ 被害者からの相談等

（１）配偶者暴力相談支援センター

電話による相談があった場合は、その訴えに耳を傾

け、適切な助言を行うこと、また、面接相談を行う

場合は、その話を十分に聴いた上で、どのような援

助を求めているのかを把握し、問題解決に向けて助

言を行うことが必要である。

（２）警察

被害者からの相談において意思決定を支援するなど、

被害者の立場に立った適切な対応を行うとともに、

相談に係る事案が刑罰法令に抵触すると認められる

場合には、被害者の意思を踏まえ捜査を開始するほ

か、刑事事件として立件が困難であると認められる

場合であっても、加害者に対する指導警告を行うな

どの措置を講ずることが必要である。被害者から警

察本部長等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、国家公安委員会規則で

定めるところにより、必要な援助を行うことが必要

である。

（３）人権擁護機関

支援センター、警察等と連携を図りながら、被害者

に必要な助言、婦人相談所等一時保護施設への紹介

等の援助をし、暴力行為に及んだ者等に対しては、

これをやめるよう、説示、啓発を行うことが必要で

ある。

（４）民間団体との連携

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団体では、相談業務、同行支援、

自立支援など大きな役割を担っている。

５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等

（１）被害者に対する援助

婦人相談所において、医師、心理判定員等、支援に

かかわる職員が連携して被害者に対する医学的又は

心理学的な援助を行うことが必要である。また、被

害者が、地域での生活を送りながら、身近な場所で

相談等の援助を受けられるよう、支援センターは、

カウンセリングを行うことや、専門家や民間団体等

と連携し、適切な相談機関を紹介するなどの対応を

採ることが必要である。

（２）子どもに対する援助

児童相談所において、医学的又は心理学的な援助を

必要とする子どもに対して、精神科医や児童心理司

等が連携を図りながら、カウンセリング等を実施す

ることが必要である。また、学校及び教育委員会並

びに支援センターは、学校において、スクールカウ

ンセラー等が相談に応じていること等について、適

切に情報提供を行うことが必要である。

（３）医療機関との連携

支援センターは、被害者本人及びその子どもを支援

するに当たって、専門医学的な判断や治療を必要と

する場合は、医療機関への紹介、あっせんを行うこ

とが必要である。

６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等

（１）緊急時における安全の確保

婦人相談所の一時保護所が離れている等の場合にお

いて、緊急に保護を求めてきた被害者を一時保護が



行われるまでの間等に適当な場所にかくまう、又は

避難場所を提供すること等の緊急時における安全の

確保は、身近な行政主体である市町村において、地

域における社会資源を活用して積極的に実施される

ことが望ましい。

（２）一時保護

一時保護は、配偶者からの暴力を避けるため緊急に

保護すること等を目的に行われるものであるから、

夜間、休日を問わず、一時保護の要否判断を速やか

に行う体制を整えることが必要である。また、それ

ぞれの被害者の状況等を考慮し、被害者にとって最

も適当と考えられる一時保護の方法及び施設を選定

することが必要である。

（３）婦人保護施設等

婦人保護施設は、適切な職員を配置し、心身の健康

の回復や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行

うことが必要である。母子生活支援施設は、適切な

職員を配置し、子どもの保育や教育等を含め、母子

について心身の健康の回復や生活基盤の安定化と自

立に向けた支援を行うとともに、退所後についても

相談その他の援助を行うことが必要である。

（４）広域的な対応

都道府県域を越えて一時保護・施設入所がなされる

広域的な対応も増加しており、これら地方公共団体

間の広域的な連携を円滑に実施することが必要であ

る。

７ 被害者の自立の支援

（１）関係機関等との連絡調整等

支援センターが中心となって関係機関の協議会等を

設置し、関係機関等の相互の連携体制について協議

を行うとともに、各機関の担当者が参加して、具体

的な事案に即して協議を行う場も継続的に設けるこ

とが望ましい。また、手続の一元化や同行支援を行

うことにより、被害者の負担の軽減と、手続の円滑

化を図ることが望ましい。

（２）被害者等に係る情報の保護

支援センターは、住民基本台帳の閲覧等に関し、被

害者を保護する観点から、加害者からの請求につい

ては閲覧させない等の措置が執られていることにつ

いて、情報提供等を行うことが必要である。また、

住民基本台帳からの情報に基づき事務の処理を行う

関係部局においては、閲覧等の制限の対象となって

いる被害者について、特に厳重に情報の管理を行う

ことが必要である。

（３）生活の支援

福祉事務所及び母子自立支援員においては、法令に

基づき被害者の自立支援を行うことが必要である。

福祉事務所においては、被害者が相談・申請を行う

場所や、生活保護の申請を受けて、扶養義務者に対

して扶養の可能性を調査する際の方法や範囲等に関

し、被害者の安全確保の観点から適切に配慮するこ

とが必要である。

（４）就業の支援

公共職業安定所や職業訓練施設においては、被害者

一人一人の状況に応じたきめ細かな就業支援に積極

的に取り組むことが必要である。また、子どものい

る被害者については、母子家庭等就業・自立支援セ

ンターにおける就業相談等の活用についても積極的

に促すことが必要である。

（５）住宅の確保

公営住宅の事業主体において、被害者の自立支援の

ため、公営住宅の優先入居や目的外使用等の制度が

一層活用されることが必要である。また、都道府県

等においては、身元保証人が得られないことでアパ

ート等の賃借が困難となっている被害者のための身

元保証人を確保するための事業の速やかな普及を図

ることが望ましい。

（６）医療保険

婦人相談所等が発行する証明書を持って保険者に申

し出ることにより、健康保険における被扶養者又は

国民健康保険組合における組合員の世帯に属する者

から外れること、また、第三者行為による傷病につ

いても、保険診療による受診が可能であること等の

情報提供等を行うことが必要である。

（７）年金

被害者が年金事務所において手続をとることにより、

国民年金原簿等に記載されている住所等が知られる

ことのないよう、秘密の保持に配慮した取扱いが行

われること等について、情報提供等を行うことが必

要である。

（８）子どもの就学･保育等

支援センターは、被害者等の安全の確保を図りつつ、

子どもの教育を受ける権利が保障されるよう、教育

委員会、学校と連絡をとるとともに、被害者に対し、

必要な情報提供を行うことが必要である。国におい

ては、市町村に対し、保育所への入所については、

母子家庭等の子どもについて、保育所入所の必要性

が高いものとして優先的に取り扱う特別の配慮を引

き続き求めるよう努める。また、支援センターにお

いては、住民票の記載がなされていない場合であっ

ても、予防接種や健診が受けられることについて、

情報提供等を行うことが必要である。

（９）その他配偶者暴力相談支援センターの取組

離婚調停手続等について各種の法律相談窓口を紹介

するなど、被害者の自立を支援するために必要な措

置を講ずることが望ましい。資力の乏しい被害者が

無料法律相談等民事法律扶助制度を利用しやすくす

るため、日本司法支援センターに関する情報の提供

を行うことが望ましい。また、住民票の記載がなさ

れていない場合の介護給付等の扱いについて情報提

供を行うことが必要である。

８ 保護命令制度の利用等

（１）保護命令制度の利用

被害者が保護命令の申立てを希望する場合には、申

立先の裁判所や申立書等の記入方法等についての助

言を行うとともに、保護命令の手続の中で、申立書

や添付した証拠書類の写し等が裁判所から相手方に

送付されること、緊急に保護命令を発令しなければ

被害者の保護ができない場合において、暴力等の事

実など保護命令の発令要件の証明が可能なときは、

裁判所に対し、審尋等の期日を経ずに発令するよう

にその事情を申し出ることができること等について、

被害者に対し説明することが必要である。

（２）保護命令の通知を受けた場合の対応

ア 警察

速やかに被害者と連絡を取り、被害者の意向を確認

した上で被害者の住所又は居所を訪問するなどし

て、緊急時の迅速な通報等について教示することが

必要である。また、加害者に対しても、保護命令の

趣旨及び保護命令違反が罪に当たることを認識さ

せ、保護命令が確実に遵守されるよう指導警告等を

行うことが必要である。

イ 配偶者暴力相談支援センター

速やかに被害者と連絡を取り、安全の確保や、親族

等への接近禁止命令が出された場合には、当該親族

等へその旨連絡すること等、保護命令発令後の留意

事項について情報提供を行うことが必要である。ま

た、警察と連携を図って被害者の安全の確保に努め

ることが必要である。

９ 関係機関の連携協力等

（１）連携協力の方法

被害者の支援のためには、関係機関が共通認識を持

ち、日々の相談、一時保護、自立支援等様々な段階

において、緊密に連携しつつ取り組むことが必要で

ある。

（２）関係機関による協議会等

関係部局や機関の長により構成される代表者会議、



被害者の支援に直接携わる者により構成される実務

者会議、実際の個別の事案に対応する個別ケース検

討会議等、重層的な構成にすることが望ましい。参

加機関としては、都道府県又は市町村の関係機関は

もとより、関係する行政機関、民間団体等について、

地域の実情に応じ、参加を検討することが望ましい。

（３）関連する地域ネットワークの活用

関連の深い分野における既存のネットワークとの連

携や統合により、関連施策との連携協力を効果的か

つ効率的に進めることについても、検討することが

望ましい。

（４）広域的な連携

市町村又は都道府県の枠を越えた関係機関の広域的

な連携が必要になる場合も考えられることから、あ

らかじめ、近隣の地方公共団体と連携について検討

しておくことが望ましい。

10 職務関係者による配慮・研修及び啓発

（１）職務関係者による配慮

職務関係者は、配偶者からの暴力の特性等を十分理

解した上で、被害者の立場に配慮して職務を行うこ

とが必要である。特に被害者と直接接する場合は、

被害者に更なる被害（二次的被害）が生じることの

ないよう配慮することが必要である。職務を行う際

は、被害者等に係る情報の保護に十分配慮すること

が必要である。また、被害者には、外国人や障害者

である者等も当然含まれていること等に十分留意し

つつ、それらの被害者の立場に配慮して職務を行う

ことが必要である。

（２）職務関係者に対する研修及び啓発

研修及び啓発の実施に当たっては、配偶者からの暴

力の特性や被害者の立場を十分に理解した上での対

応が徹底されるよう配慮することが必要である。特

に、被害者と直接接する立場の者に対する研修及び

啓発においては、二次的被害の防止の観点が重要で

ある。

11 苦情の適切かつ迅速な処理

関係機関においては、申し出られた苦情について、誠

実に受け止め、適切かつ迅速に処理し、必要に応じ、

職務の執行の改善に反映するとともに、可能な限り処

理結果について申立人に対する説明責任を果たすこと

が望ましい。

12 教育啓発

（１）啓発の実施方法と留意事項

啓発の実施に際しては、関係機関が連携協力して取

り組むことが効果的だと考えられる。啓発を通じて、

地域住民に対して、配偶者からの暴力に関する的確

な理解と協力が得られるよう努めることが必要であ

る。

（２）若年層への教育啓発

配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭

・地域において、人権尊重の意識を高める教育啓発

や男女平等の理念に基づく教育等を促進することが

必要である。

13 調査研究の推進等

（１）調査研究の推進

国においては、加害者の更生のための指導の方法に

関する調査研究について、いかに被害者の安全を高

めるか等をその目的とするよう留意して、配偶者か

らの暴力に関する加害者に対する指導等の実施に向

けた調査研究の推進に努める。また、被害者の心身

の健康を回復させるための方法等について、配偶者

からの暴力の被害の実態把握や被害者の自立支援に

寄与するため、調査研究の推進に努める。

（２）人材の育成等

関係機関は、被害者の支援に係る人材の育成及び資

質の向上について、職務関係者に対する研修等を通

じ、十分配慮することが必要である。

14 民間の団体に対する援助等

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

には、国、都道府県及び市町村と、民間団体等とが緊

密に連携を図りながら、より効果的な施策の実施を図

っていくことが必要である。どのような連携を行うか

は、それぞれの地域の実情と民間団体等の実態等を踏

まえ、それぞれの都道府県又は市町村において判断す

ることが望ましい。

第３ 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

１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価

国及び地方公共団体における施策の実施状況等を把握

するとともに、基本方針に基づく施策の実施状況に係

る評価を適宜行い、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２ 基本計画の策定・見直しに係る指針

（１）基本計画の策定

基本計画の策定に際しては、その地域における配偶

者からの暴力をめぐる状況や施策の実施状況を把握

することが必要である。策定に当たっては、基本方

針に掲げた各項目の関係部局が連携して取り組むこ

とが望ましい。また、被害者の支援に取り組む民間

団体等広く関係者の意見を聴取することが望ましい。

（２）基本計画の見直し等

基本計画については、基本方針の見直しに合わせて

見直すことが必要である。なお、計画期間内であっ

ても、新たに基本計画に盛り込むべき事項が生じる

などの場合は、必要に応じ、基本計画を見直すこと

が望ましい。


