資料１
「女性活躍加速のための重点方針
2018」に盛り込むべき事項に関する
委員意見

意見内容
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ワンストップ支援セ
ンターの質の向上

●持続可能な形で、24時間対応のワンストップ支援セン
ターを増やす必要がある。
パープルホットラインのように、全国共通ダイヤルにしつ
つ、急性期対応のみを各都道府県のワンストップにつな
ぐ形にすることを検討してはいかがか。（種部委員）
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【内閣府（男女）】
ワンストップ支援センターの24時間対応化をはじめとする運営の安定化や質の向上を図るため、平
成30年度において、性犯罪・性暴力被害者支援交付金の拡充を行っているところ。また、全都道府
県設置の目標を実現した上で、「全国共通ダイヤル」を含めた機能拡充のための支援策を検討して
まいりたい。

【内閣府（男女）】
ワンストップ支援センターにおいて求められる核となる機能として、産婦人科医療（救急医療・継続的
な医療・証拠採取等）のほか、支援のコーディネート・相談があり、被害者のニーズに応じて関係機
関・団体等に確実につないでいくことが重要である。また、性犯罪・性暴力被害者支援交付金を活用
して、地域の実情に応じた取組に対する支援を行っているところ、「急性期以後の中長期支援の取
組」に対しても本交付金を活用することが可能である。
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●ワンストップ支援センターにおいて、急性期以後の中
長期支援の取組について、その必要性も含めて書き込
むことは可能か。（原委員）

●性虐待の医学的証明として病原体DNAのゲノム解析
により株の同定を実施できるようにしてほしい。技術的に ―
は可能だが、費用がかかる。（種部委員）

病原体DNAのゲノ
ム解析の推進

2

【法務省】
委員御指摘の論点は，いずれも，刑事法研究者，法曹三者，被害者支援団体関係者等からなる「性
犯罪の罰則に関する検討会」で検討されたが，法改正を行うべきとの意見は多数を占めるに至らな
かったものであるため，慎重な検討を要する。
なお，現行法で１３歳未満の者と定められている，同意の有無にかかわらず強制性交等罪が成立す
るものとされる被害者の年齢は，刑法の強制性交等罪の保護法益に照らして，その年齢の範囲をど
のように規定すべきかという観点から定められるものと考えられ，委員御指摘の人工妊娠中絶を行
うことが許される要件等とは別の観点から定められているものと承知している。
また，暴行・脅迫要件があることによって，強制性交等罪が成立するためには被害者が抵抗したこと
が必要であるかのような御指摘もあるが，被害者が抵抗することは強制性交等罪の成立の要件で
はなく，具体的な事案に応じて，被害者の年齢・精神状態，行為の場所・時間などの様々な事情を
考慮して，暴行・脅迫要件が認められているところである。また，委員御指摘のような，暴行・脅迫が
用いられていなくとも，被害者が「抗拒不能」すなわち，薬物や飲酒の影響により物理的又は心理的
に抵抗が著しく困難な状態に乗じて性交等をすれば，準強制性交等罪が成立し得る。

委員の意見に対する認識、取組状況、今後の取組予定等

●警察における匿名の証拠保管について、持続可能な
【警察庁】
形で、広く推進すべき。具体的には、DNA等抽出後の現
性犯罪の被害者から採取した証拠については、刑事訴訟法等の関係法令等に基づき、原則として、
物を、どのように、いつまで保管するのか、検討の上、一
警察署において適切に保管することとしている。
定の運用規則が必要。（種部委員）

●13歳が「同意」できる年齢とは思えない。
性交同意年齢13歳、刑法の責任年齢14歳、臓器移植
法での自己決定年齢が15歳、法律行為は20歳。性交に
刑法強制性交等罪 同意できる13歳の女性が、妊娠し人工妊娠中絶を希望し
の性交同意年齢の た場合、自分の同意だけで医療を受けられず親権者同
見直し、暴行脅迫要 意を求められる、という矛盾がある。（種部委員）
件の撤廃
●恐怖のために抵抗できず、または薬物や飲酒により抵
抗できず性暴力被害にあった場合に「同意していた」とさ
れてしまうことが、被害者の落ち度を指摘するようなもの
であり、二次被害である。（種部委員）

意見概要

警察における匿名
の証拠保管

1

通し番号

（１）性犯罪への対策の推進
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●男性被害者の急性期対応について、多くのワンストッ
プが医療協力を得られる状況にない。産婦人科医だけ
―
でなく、泌尿器科医、小児科医、外科医、救急医などで、
司法対応ができる医師の人材育成が必要。（種部委員）

【内閣府（男女）】
性犯罪・性暴力被害者支援交付金により、ワンストップ支援センターにおけるカウンセリング費用に
●男性の被害の多くが、性虐待、性的いじめ。急性期対 対する支援を行っているところであり、初年度（平成29年度）の執行状況も踏まえながら、必要な予
男性の性暴力被害 応だけでなく、トラウマ治療など、カウンセリングを充実さ 算の確保に取り組んでまいりたい。
への対応
せる必要がある。（種部委員）
【警察庁】
警察では、男性の性虐待、性的いじめの被害者に対し、カウンセリング等を必要に応じて実施して
いる。
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【内閣府（男女）】
●ワンストップセンターが男性被害者にとっても相談しや
性犯罪・性暴力被害者支援交付金においては、被害者の性別を問わず、ワンストップ支援センター
すく、対応が可能なものになるよう検討が必要。名称も
の運営・機能強化等に係る取組に対する支援を行っている。センターの名称については、各地域に
再考必要。（種部委員）
応じて適切に決定していただくべきものであると考える。
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【内閣府（男女）】
ワンストップ支援セ
性犯罪・性暴力被害者支援交付金により、ワンストップ支援センターの運営・機能強化に係る取組
ンターへの財政的
●支援者（多くは女性）の人件費があまりにも安い。さら （相談員の人件費、研修経費、広報啓発等）に対する支援を行っているところであり、初年度（平成
支援の強化
に、人材育成や支援者のカンファレンス、事例検討会、 29年度）の執行状況も踏まえながら、必要な予算の確保に取り組んでまいりたい。
スキルアップ等への国による資金援助や人件費への金
銭援助を行い、継続可能な体制作りに役立てるよう望み
たい。（阿部委員）

●資金力不足により、支援員の確保が難しく、対応時間
も短いワンストップは、相談件数が少なく稼働実績が低
いと思われる。（種部委員）

ワンストップ支援セ
【内閣府（男女）】
ンターにおける警察 ●顔見知りからの被害が圧倒的に多いことより、被害届
性犯罪・性暴力被害者支援交付金により、ワンストップ支援センターにおけるカウンセリング費用に
への被害届提出の 提出までに手厚いカウンセリングが必要。ワンストップで
対する支援を行っているところであり、初年度（平成29年度）の執行状況も踏まえながら、必要な予
促進（カウンセリン の公費によるカウンセリングの充実が必要。（種部委員）
算の確保に取り組んでまいりたい。
グの充実）
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●妊娠の心配があるときや生命への危険を感じた場合
に対面での相談につながりやすいと思われる。妊娠して
いる場合の対応が匿名・無料でできるような受け皿（ワ
【内閣府（男女）】
ワンストップ支援セ ンストップ等）をリンクさせ、支援につなぐ仕組みを検討し
平成30年度より、性犯罪・性暴力被害者支援交付金を拡充し、ワンストップ支援センターをはじめと
ンターの質の向上 てはいかがか。例えば、妊娠している可能性が申告され
する関係機関の連携強化に対する支援を強化したところである。
た段階で、妊婦健診の1回目の補助券を使用して無料で
検査・診断ができるよう、母子保健とワンストップ支援セ
ンターが連携を図る、など。（種部委員）

●第３次では取り入れなかった「レイプシールド法」につ
いて再検討すべき。（阿部委員）
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居場所のない若年
女性への対応

【法務省】
【一つ目の●について】
法務省，警察庁及び厚生労働省においては，平成２７年１０月から，検察庁，警察及び児童相談所
が連携し，被害児童の事情聴取に先立って協議を行い，関係機関の代表者が聴取を行うなどの取
組を実施しており，今後も適切に取り組んでまいりたいと考えている。
【警察庁】
前回調査会において回答済み。
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【内閣府（男女）】
「若年層における女性に対する暴力の効果的な予防啓発及び被害者支援のための調査研究事業」
●被虐待歴、いじめ、面前DVなどが背景にあるため、電 （重点方針2018骨子案（２）③に対応）において、民間の被害者支援団体等を対象に被害実態調査
話や対面での相談は苦手。SNSやメール相談が適して を行うとともに、そうした調査結果等を踏まえ、若年層を対象とした女性に対する暴力に関する啓発
いると思われるが、「泊め男」やネットナンパ師のような集 媒体や被害者支援マニュアル等を作成することとしている。
団の即レス対応に、まともな支援者の方が負けている。 また、ワンストップ支援センター等におけるＳＮＳ等を活用した相談体制の充実に向けた検討を行う。
アウトリーチのさらなる検討と充実が必要。（種部委員） 【厚生労働省】
平成30年度において、若年被害女性等に対して、公的機関と民間支援団体が密接に連携し、アウト
リーチによる相談支援や居場所の確保等を行う「若年被害女性等支援モデル事業」を創設。

●10代、とくに13～15歳程度の女性に対する性暴力につ
いては、被害者への負担を考慮するとともに、供述の信
若年の性犯罪・性暴 頼性を確保するために、迅速に協働面接を行う仕組みが
力被害者に対する 必要。（種部委員）
協働面接の推進
●協働面接での供述の信頼性を高めるために、初動の
警察や児相などで協働面接を阻害しない対応を求める
研修が必要。（種部委員）

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

レイプシールド法
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被害者へのネット上 ●実名で被害を訴えた被害者に対するネット上でのバッ
―
でのバッシング禁止 シングを禁止すること。（阿部委員）
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【法務省】
レイプシールド法の趣旨が判然としないが，仮に，被害者の性的経験や傾向に関する証拠を裁判に
顕出することを原則として禁止することなどを内容とするものであるとすると，我が国では，刑事訴訟
法第２９５条第１項において，「裁判長は，訴訟関係人のする尋問又は陳述が…事件に関係のない
事項にわたるときその他相当でないときは，訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り，これを制
限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。」と規
定されており，事件に関係のない被害者の性的な経験や傾向に関する尋問等については，裁判長
の適切な訴訟指揮によって制限することが可能である。
我が国において，このような現行法上の措置を超える措置を可能とすることについては，憲法第３７
条第２項において保障されている被告人の反対尋問権の制約として許されるかなど様々な問題が
あることから，慎重な検討を要するものと考える。

●愛知県には、「ハートフルステーション・あいち」以外
【内閣府（男女）】
ワンストップ支援セ に、「日赤なごや なごみ」というワンストップ支援センター
本一覧表については、性犯罪・性暴力被害者支援交付金の活用を視野に入れた「行政が関与する」
ンター一覧の記載 があるので、それも追記した方が良いのでは。（可児委
ワンストップ支援センターとして都道府県から登録があったものを整理したもの。
員・91回調査会）

警察と他機関の連
携強化

【内閣府（男女）】
被害者支援の拡充や多機関の柔軟な連携については、御意見の趣旨を踏まえて、関係機関相互の
連携体制の整備・強化を本文化する中で検討してまいりたい。
また、個人情報保護の観点を含め、関係機関相互の連携の在り方については、その充実強化に向
けて検討を行ってまいりたい。（再掲）

●「被害者への支援の拡充」と「関係機関・民間団体等と
の連携協力の推進」について。切れ目のない中長期支
援に必要なアウトリーチ等、これまで以上に踏み込んだ
支援を検討することや多機関の柔軟な連携の必要性を
認識していますが、この意図が伝わるような書き方はで
きるか。
連携の必要性については、職務関係者の共通認識は
あるが、例えば情報共有の在り方ひとつ取っても、機関
それぞれの考えや個人情報保護の観点から、被害者支
関係機関の連携の 援が進まない。脆弱さを増した被害者の支援をするに
在り方に関する見直 は、これまでの連携の在り方を問い直す必要がある。
（原委員）
し

●支援の現場では、個人情報保護との兼ね合いから、
有機的な機関連携が行われているとは言えない。改正
配偶者暴力防止法の施行状況調査として、関係機関連
携の実態を把握したうえで、ＤＶについての関係機関連
携の根拠となる法的な枠組が必要。（参考：第4次男女共
同参画行動計画第7分野１（ウ）④）（納米委員）
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【内閣府（男女）】
被害者支援の拡充や多機関の柔軟な連携については、御意見の趣旨を踏まえて、関係機関相互の
連携体制の整備・強化を本文化する中で検討してまいりたい。
また、個人情報保護の観点を含め、関係機関相互の連携の在り方については、その充実強化に向
けて検討を行ってまいりたい。
【厚生労働省】
被害者を中心とした民間団体を含む関係機関とのスムーズな連携を図るため、「婦人相談所ガイド
ライン」や「婦人相談員相談・支援指針」において、婦人相談所と他の機関との役割分担や、ネット
ワーク会議の開催、市区における庁内連携、等の必要性について記載し、都道府県等に周知。
また「配偶者からの暴力被害女性保護支援ネットワーク事業」を実施し、婦人相談所と関係機関等と
の連絡会議やケース会議を開催し、連携の強化を図っている。

配偶者等からの暴
●配偶者等からの暴力の問題の重大さを認識し、対策
力の被害者への支
を抜本的に強化すべき。（納米委員）
援の充実
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【警察庁】
重点方針2017Ⅱ１(3)①の「ストーカー総合対策」において、被害者支援に係る関係機関の連携が盛
り込まれている。また、ストーカーにも該当するＤＶ事案は、ＤＶ事案の対応のほか、ストーカー事案
の対応も図られることとなる。
【内閣府（男女）】
配偶者暴力相談支援センターと警察との機関間連携は重要と考えており、職務関係者に対する研
修や取組事例の共有、ストーカー被害者支援マニュアルの活用等を通じて連携促進への支援を
行っている。
【厚生労働省】
婦人相談所では、「婦人相談所ガイドライン」において、ストーカー被害に関する相談や保護対応に
ついて示すとともに、警察への届出を促している。

【内閣府（男女）】
H29年度男女間調査や配偶者暴力相談支援センターへの相談件数等の調査などからもうかがえる
とおり、DV被害は引き続き深刻な社会問題となっており、対策の見直しと強化に取り組む必要があ
ると認識している。
被害者支援におけるリスクアセスメント指標を用いた加害者対応及び地域社会内における加害者
更生に係る実態に関する調査研究等の新たな取組を通じて、DV対策の強化を図ることとしている。

（４）配偶者等からの暴力の被害者への支援の充実等
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●本対策に、DVケースのストーカー対策の視点はどの
程度盛り込まれているか。（原委員）
●再被害予防の観点からも、被害者支援において警察
と他機関の情報共有は必要だと考えられるが、いかが
か。（原委員）

（３）ストーカー事案への対策の推進
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調査結果の分析

●婦人保護施設未設置の都道府県がある。絶対数が足
りていないところもある。一方で、民間で質の高い自立支
援を行う団体もある。
公設で質の高い自立支援を充足させることも必要だが、
民間の質の高い支援団体を巻き込み、それぞれの特色
自立支援の実効性
を活かした自立支援により実効性を高めることを考慮す
向上のための民間
べき。
団体への支援
例えば、ゆるい居場所、就業をセットにしたステップハウ
スのようなものが必要だが、公的施設だけでは限界があ
る。成功事例を検討し、民間団体との連携を模索し、民
間団体で行う支援が持続可能になるような資金的援助を
検討する必要がある。（種部委員）
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【厚生労働省】
婦人相談所による一時保護においては、被害者の状況に応じて、母子生活支援施設や民間シェル
ター等への一時保護委託を実施している。
また、入所中のDV被害等女性に、自立支援、退所後の定着支援を行う民間シェルター等に対して、
補助を行う「ＤＶ被害者等自立生活援助モデル事業」を実施している。
なお、婦人保護施設退所後の自立に向け、地域生活の体験や生活訓練等を行う地域生活移行支
援事業においては、施設の近隣のアパート等を利用することも可能としている。

●福祉事務所など生活保護受給手続きを行う窓口と、婦
人保護事業の連携がスムーズでない。PTSDを抱えるDV
関係機関の連携の
被害女性や、被虐待経験のある居場所のない若年女性
在り方に関する見直
においては、煩雑な窓口手続き等により、手続きや交渉
し
をあきらめてしまい、せっかく支援につなげても自立まで
到達できない。（種部委員）

5

【警察庁】
この種事案に対する社会的な関心が高まり、被害者から積極的に相談や届出がなされたこと等によ
●警察の相談件数は２割上がり、保護件数は15％減少
り相談件数が増加しているものと考えられる。
し、保護命令の既済の件数は３割弱減少している理由
【最高裁判所】
は。（納米委員・91回調査会）
保護命令の既済件数の減少は，新受件数の減少に伴うものであるが，新受件数の減少の要因は最
高裁において把握していない。

【内閣府（男女）】相談窓口の周知度の上昇については、調査票の改訂（相談窓口の例を追記したこ
●相談窓口の周知度が劇的に上がっているのに、利用
と）が一つの要因と考えられる。
率が３％程度しか増加していない理由は。（納米委員・91
また、男女間調査における相談窓口の認知度については、配偶者暴力相談支援センターに限るも
回調査会）
のではないため、同センターの相談件数の増加率と単純比較できるものではない。

【厚生労働省】
○「婦人相談所ガイドライン」において、利用者の安全の確保や不安解消のため、利用者が自立の
ために行う手続き等に職員が同行し支援する旨を記載。また、「婦人相談員相談・支援指針」におい
ても、相談・支援における留意点として、婦人相談員の同行を記載し、都道府県等に周知。
なお、一時保護終了後、民間シェルター等に入所しているDV被害等女性に対し、自立支援、退所後
の定着支援を行う「ＤＶ被害者等自立生活援助モデル事業」を実施しており、その中で、行政機関へ
の同行支援も行っている。
なお、平成30年度は、若年被害女性等に対して、公的機関と民間支援団体が密接に連携し、アウト
リーチによる相談支援や居場所の確保等を行う「若年被害女性等支援モデル事業」を創設。
○「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の一部を改正する法律（平成19年法
律第113号）」の施行に合わせ発出した通知において、福祉事務所に対し、福祉事務所が被害者（申
請者）の生活状況や扶養関係について把握する際には、関係機関と連携協力し関係機関から情報
を得る等により、被害者に更なる被害が生じることや、被害者の居所が加害者に知られないよう十
分配慮することなどについて周知している。
○また、自治体の担当者を集めた会議において、申請の意思が確認された方に対しては、申請手
続きの助言を行うことや事情がある方には口頭申請が認められることなどにより、必要な方に保護
が適用されるよう周知している。
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●次の加害者・被害者を生まないために、面前DVを受
けている子どもに対するケアや教育、親子一緒でのトラ
ウマ治療等を行うことが必要。（種部委員）

6

【厚生労働省】
○児童相談所では、面前DVによる心理的虐待を受けた子どもに対して、必要に応じて児童心理司
によるカウンセリングなどのケアを行っている。
○婦人相談所一時保護所、婦人保護施設に、心理療法担当職員や同伴児童対応指導員を配置
し、心理的ケアを行うなど、DV被害者と同伴児童を保護支援している。その際、児童相談所と十分
連携を図ることとしている。

29

面前ＤＶへの対応

【内閣府（男女）】
先行事例を参考に、被害者支援におけるリスクアセスメント指標を用いた加害者対応及び地域社会
内における加害者更生に係る実態に関する調査研究を踏まえ、配偶者からの暴力の多様な現状に
即した加害者対応を含めた被害者支援を検討してまいりたい。
●ＤＶと「面前ＤＶ」による虐待の両方の原因であるＤＶ加 【厚生労働省】
害者への対応を強化すべき。また、ＤＶ被害者と子ども ○児童相談所では、面前DVが子どもへの心理的虐待であり、子どもの心身に有害な影響を与える
への一体的支援が実現できるようにすべき。（納米委員） ことを伝えた上で、保護者への指導等の対応を行っている。
○また、婦人相談所一時保護所、婦人保護施設に、心理療法担当職員や同伴児童対応指導員を
配置し、心理的ケアを行うなど、DV被害者と同伴児童を保護支援している。また、児童相談所とも十
分連携を図ることとしており、必要に応じて児童相談所の児童心理司によるカウンセリングなどのケ
アを行っている。

【内閣府（男女）】
次回以降の調査において、一時保護件数減少の理由を確認する方向で検討してまいりたい。
【厚生労働省】
平成29年度において、婦人相談所を始めとする婦人保護事業における支援内容の実態の把握、課
題の整理等を行う「先駆的ケア策定・検証調査事業」を実施。
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●一時保護件数の減少の理由が、配偶者暴力相談支援
センター等の被害者支援の現場の対応に課題があるた
めなのか、あるいは被害者側に一時保護以外のニーズ
があり、支援のあり方と被害者ニーズのミスマッチが生じ
ているためなのか、調査によって明らかにすべき。（納米
一時保護をめぐる課 委員）
題及び一時保護以
外のニーズの把握

●婦人相談所一時保護において、入所者の処遇が現状
【厚生労働省】
にそぐわない。現状を把握し、自立の意欲がわくようなス
平成29年度において、婦人相談所を始めとする婦人保護事業における支援内容の実態の把握、課
キル習得の機会にするなど、自立支援に有効な方法を
題の整理等を行う「先駆的ケア策定・検証調査事業」を実施。
考慮する余地がある。（種部委員）
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【厚生労働省】
婦人相談員等、直接被害者から相談を受ける職員に対し、配偶者からの暴力の特性等に関する理
解を深めるための研修を行う「婦人相談所等職員への専門研修事業」を実施（自治体に対する補助
事業）。
●女性相談員が安心してスキルを蓄積できるしくみを作
相談員の無期雇用
平成30年度予算において、婦人相談員による相談支援の充実、処遇改善を図る観点から、一定の
り、被害者支援の充実した体制を確立させるべき。（阿部
化
研修を修了した者を対象として、国庫補助基準額の拡充を行った（149,300円→191,800円）。
委員）
【内閣府（男女）】
改正配偶者暴力防止法の施行状況等の把握を進めつつ、配偶者暴力相談支援センターの職務関
係者に対する研修を引き続き実施することで、女性相談員のスキルの向上に努めてまいりたい。
（重点方針2018（４）⑤に対応）
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面会交流等に係る
課題

【最高裁判所】
【二つ目の●について】
DVについては，各家裁における各種の研修会や研究会の機会において，その特質，調停審判等に
おける留意点について研修が行われているところ。事件を担当する裁判官や調停委員が，DVにつ
いて適切な理解を有していることは重要であり，引き続き理解の向上に努めていく。
【厚生労働省】
面会交流支援事業については、父母間で面会交流の取決めを行っており、合意があることを前提に
支援を実施している。
また、面会支援支援員やＤＶ相談に携わる婦人相談員等に対して、研修を実施している。

●養育費支払いの啓発や面会交流支援事業の取組に
ついて盛り込むことはどうか。（原委員）

7

※重点方針2017においてはⅡ「２．女性活躍のための安全・安心面への支援 （１）ひとり親家庭等
への支援」にて盛り込み済み。

【厚生労働省】
養育費の支払いの確保については、「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」に基づき、
平成28年度から平成31年度までに弁護士による養育費相談を全ての都道府県・政令市・中核市に
おいて実施することとしており、厚生労働省においては、自治体が事業を実施するための費用への
補助を行っている。
また、養育費相談支援センター（厚生労働省委託事業）において、面会交流や養育費支払いに関す
る取決め方法等を記載したリーフレット等を作成し、全国の自治体等へ配布している。

【最高裁判所】
民法766条では，協議離婚に際し，面会交流その他の子の監護について必要な事項を定めるに当
●子どもへの接近禁止の命令の発令がでているケース たっては，子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定されており，子の健全な成長の面
では、監護親と子どもが精神的に安定するまで面会交流 からすると，一般的には，いずれの親との間でも接触が継続することが望ましいと言われている。
の強要をしないこと。安全確保のためには、間接交流に 他方で，DVを主張されているような事案を始めとする高葛藤事案の中には，面会交流を認めること
限定すべき。（阿部委員）
が，かえって子の利益に反する事案や面会交流を認めるとしても間接交流にとどめることが相当で
ある事案もあるものと認識しており，それぞれの事案に応じて，裁判官により適切な判断がされてい
る。

●面会交流を実施していくことありきの施策が、ＤＶ被害
者とその子どもの安全を脅かしている。安全確保の点か
ら、ガイドラインや官民の関係者への研修が必要。（納米
委員）
●また、親権や面会交流について争いがあるＤＶケース
について、家庭裁判所関係者が適切な判断を行えるよ
う、研修を充実させてほしい。（納米委員）

●現状では、被害者が加害者から離れることを大前提と
して、相談、一時保護、自立支援という対応。今後は、警
察による加害者対応と連動し、被害者支援の一環として
の加害者プログラムの実施が必要。「配偶者等に対する
暴力の加害者更生に係る実態調査研究事業」によって
加害者プログラムの 得られた知見を具体化して欲しい。（納米委員）
実施に関わる基準
【内閣府（男女）】地域社会内での加害者更生プログラムの実態把握等これまでの調査研究結果を
等の策定及び人材 ●ＤＶ加害者を罰する法改正が望ましいと思うがあまり 踏まえ、取組の具体化に向けた検討を加速する。（重点方針2018（４）④に対応）
育成
にも遠い。せめて実効性のある加害者更生対策を講じる
べき。（阿部委員）
●「暴力を振るわないようにしたい」と希望する『加害者』
には免罪符にならない積極的な更生プログラムを行い、
暴力を選択しない妻や恋人との関係作りを学んでもらい
たい。（阿部委員）

男女間における暴
力に関する調査
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【文科省】
●セクシュアル・ハラスメントは年令、性別を問わず起き 教職員に対してセクシャルハラスメントに関する研修を行うことは重要と考えている。教職員に対す
セクシュアル・ハラス
ている。少なくとも毎年、学校において、教師、児童・生徒 る研修の内容については、研修の実施主体である各都道府県教育委員会等の判断に委ねられて
メントの研修
に対する研修を行うべき。（阿部委員）
いるが、例えば、ほとんどの都道府県等の初任者研修において、セクシャルハラスメントを含めた公
務員倫理・服務に関する内容が扱われている。
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【内閣府（男女）】
男女間における暴力に関する調査報告書（平成30年３月公表）における回答対象者は以下のとお
●「交際相手からの暴力被害」、「同居する交際相手から り。
の暴力の被害経験」の調査対象者の詳細は。（91回・辻 ・「交際相手からの暴力の被害経験の有無」
村会長、山田委員）
⇒「交際相手がいた（いる）」と答えた人
・「同居する交際相手からの暴力の被害経験の有無」
⇒「交際相手がいた（いる）」と答えた人のうち、交際相手と同居経験がある人

●予防啓発または予防教育の充実、推進等の内容はど
の程度盛り込まれているか。
予防啓発・教育の充 特に、若年層からの相談を拾い上げるため、SNSの発
実
達を利用した「新たな」または「効果的」な「相談手法」の
研究や開発などの言葉は盛り込むことは可能か。（原委
員）

【内閣府（男女）】
「若年層における女性に対する暴力の効果的な予防啓発及び被害者支援のための調査研究事業」
（重点方針2018骨子案（２）③に対応）において、民間の被害者支援団体等を対象に被害実態調査
を行うとともに、そうした調査結果等を踏まえ、若年層を対象とした女性に対する暴力に関する啓発
媒体や被害者支援マニュアル等を作成することとしている。
後段の内容については、その趣旨を盛り込む方向で検討したい。

●女性が暴力を受けて妊娠した場合、配偶者の同意が
ないと中絶できないというのは問題。健康分野と暴力分
―
野、いずれの話として議論すべきか。（種部委員・91回専
ＤＶ被害者の中絶に 門調査会）
ついて
●ＤＶ被害者が保護等の支援を受けた過程で妊娠がわ
かり、被害者自身が中絶を希望した場合、夫の同意を必 ―
要としないことを明示すべき。（阿部委員）

（５）女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり
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【内閣府】
平成30年度予算で、先行事例を参考に、被害者支援におけるリスクアセスメント指標を用いた加害
●ＤＶによる殺人、殺人未遂、傷害致死などの重大な結 者対応に関する調査研究を実施することとしており、同調査研究を踏まえて、事案のステージに応じ
ＤＶによる殺人等の
果に至った事案について、諸外国の取組を参考にするな た危険性の指標を示すことで、配偶者からの暴力の多様な現状に対し、全国で適切な対応が図ら
重大事案検証の実
どして、その顛末を検証し、将来の被害防止に活かすべ れるよう検討してまいりたい。
施
き。（納米委員）
【警察庁】
検挙された罪種にかかわらず、都道府県警察において教訓とすべき事案については、都道府県警
察の担当者等を集めた会議で共有を図るなどしている。

