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（午前１０時００分 開会） 

○赤羽会長 皆様、お待たせいたしました。おはようございます。 

  定刻になりましたので、令和３年度第１回東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議・配偶者暴力

対策推進部会を開会いたします。本日は、大変お忙しい中、ご出席くださいましてありがとうご

ざいます。 

  私は、東京都生活文化局男女平等参画担当部長、赤羽でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  本会議は、配偶者暴力の総合的な取組に向けまして、事業の着実な推進と関係機関相互の連携を

促進する目的で設けられております。昨今の配偶者暴力被害者支援におきましては、関係機関同

士の連携は一層重要性を増しております。皆様方におかれましては、日頃からの都の政策へのご

協力と、被害者支援における連携のための取組にご協力くださいまして、改めて感謝申し上げま

す。 

  議事に先立ちまして、何点かお願いがございます。 

  本日の会議はオンラインで実施させていただいておりますが、途中で画面が映らない、音声が聞

こえないなどの問題が発生した場合は、一旦会議から退出していただきまして、再入室を試みて

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。再入室をしても改善されない場合は、

あらかじめお伝えさせていただいております緊急時用の電話番号にご連絡をお願いいたします。 

  ご発言の際は、画面の挙手ボタンを押してお知らせいただくとともに、お名前をおっしゃってく

ださい。ご指名いたしますので、それ以後発言をお願いいたします。 

  また、ハウリング防止のため、発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いい

たします。 

  本会議の出席者についてでございますが、一部、まだ入られていない方がいらっしゃいますが、

今回は配偶者暴力対策ネットワーク会議と配偶者暴力対策推進部会を合同開催しておりまして、

ネットワーク会議委員３４名、推進部会委員１６名の委員の皆様にご参加いただくことを予定し

ております。お１人ずつご紹介させていただきたいところでございますが、本日は時間も限られ

ますので、現在画面共有をしております委員名簿をもちまして、ご紹介とさせていただきます。 

  また、次に会議の運営について確認をさせていただきます。 

  本会議は、原則として非公開で行うものとすると定められております。被害者支援の観点から議
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事の取扱いには十分な配慮が必要とされるため、今回も非公開で進めさせていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○赤羽会長 ありがとうございます。 

  それでは、議事録につきましては、要綱の第８の２に「原則として公開するものとする」との記

載がございますので、全文、氏名入りで東京都のホームページにて公開をさせていただきます。

ただ、個人情報に係る事項など、被害者支援の観点から公開することが適当ではない内容につき

ましては、ご発言者とご相談の上、適切に対応させていただきます。 

  議事録の作成方法でございますが、事務局で議事録案を作成いたしまして、発言者の皆様にご確

認をさせていただきますので、その際はご協力をよろしくお願いいたします。 

  これまでの会議の運営につきまして、何かご質問がありましたらお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

（なし） 

○赤羽会長 それでは、本日の議事の流れについてご説明をさせていただきます。 

  本日の議事といたしましては、（１）令和３年度東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議の運営

体制について、（２）次期「男女平等参画推進総合計画」について、事務局からご説明を申し上

げます。また、（３）参加機関における取組等につきましては、今回ご出席の参加機関からご説

明をいただきます。（４）配偶者暴力対策に関するご意見につきましては、委員の皆様からご発

言をお願いしたいと存じます。 

  それでは、議事に入らせていただきます。 

  議事の（１）、令和３年度東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議の運営体制につきまして、事

務局よりご説明をさせていただきます。 

○菅野委員 では、令和３年度東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議の運営体制について説明させ

ていただきます。 

  資料３をごらんください。 

  本ネットワーク会議は、配偶者暴力対策の総合的な取組に向けて、配偶者暴力対策事業の着実な

推進を図り、機関相互の連携を促進するとともに、中長期的な課題について検討することを目的

に設置をしております。 

  今年度は、主に次期「東京都男女平等参画推進総合計画」に係る意見交換、各委員からの報告事

項などを予定しており、今回を含めて年度内２回の開催を計画しております。第２回については、
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来年３月に開催予定でございます。 

  次に、本ネットワーク会議には、配偶者暴力対策推進部会及び配偶者暴力対策連携部会の二つの

部会を設置しております。推進部会については、今年度は、今回を含めて３回の開催を予定して

います。次期総合計画に関して、報告等をさせていただくとともに、ご意見等をいただきたいと

考えております。また、東京ウィメンズプラザが事務局をしております連携部会では、関係機関

の連携促進のため、各機関における現状の報告及び共通理解、関係機関の連携のあり方と相談等

の事例についての総合的な検討を予定しています。こちらも年度内３回の開催を予定しておりま

す。 

  運営体制については以上となります。 

  なお、年間のスケジュールにつきましては、次期「東京都男女平等推進総合計画」と併せて後ほ

どご説明させていただきます。 

  事務局からは以上となります。 

○赤羽会長 続きまして、議事（２）次期「男女平等参画推進総合計画」について、事務局より説明

いたします。 

○菅野委員 次期「東京都男女平等参画推進総合計画」について、説明をさせていただきます。 

  資料４をごらんください。 

  男女平等参画推進総合計画でございますが、この総合計画は、男女平等参画の促進に関する都の

施策及び都民・事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための行動計画となっております。

また、この総合計画は、東京都女性活躍推進計画と東京都配偶者暴力対策基本計画の二つの計画

から構成されています。 

  現行の総合計画については、計画期間が令和３年度末までとなっています。このため、新たに第

６期男女平等参画審議会を設置し、本年４月に計画改定に当たっての基本的考え方について諮問

しております。審議会の答申を踏まえ、今年度末までに総合計画を改定する予定です。なお、次

期総合計画の計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５か年とする予定です。 

  次、総合計画改定に係る基本的考え方等についてご説明いたします。こちらは４月１９日に開催

しました男女平等参画審議会において配付した資料となります。 

  まず、改定の方向性についてです。 

  左側、現状認識になります。男女平等参画は、徐々には進んでいるものの世界からは遅れ、働く

場を中心に男女格差は依然大きいものがあります。また、今回のコロナ禍を契機に新たな問題が

表出するとともに、配偶者暴力等の増加が懸念されています。 
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  このような認識の下、資料右側、世界の変化のスピードに追いつくとともに、新たな課題に対応

するため、多角的な視点に立った取組が必要だと考えております。 

  このため、以下記載の３つの切り口で取組を加速していきたいと考えております。一つが誰もが

安心して働き続けられる社会の仕組みづくり、二つ目が根強い固定的性別役割分担意識の変革、

最後に男女間のあらゆる暴力の根絶です。以上、３つの切り口から、困難な状況に置かれた女性

等の支援を念頭に置き、施策を展開したいと考えております。 

  次、次期計画における施策の主な柱について、素案として審議会にお示ししています。こちらは

総合計画を構成する東京都女性活躍推進計画に係る部分となります。次期計画では、仕組みづく

りと意識改革、この二つを両輪とし、取組を進め、人の行動変容につなげていきたいと考えてお

ります。 

  次、こちらは総合計画を構成する東京都配偶者暴力対策基本計画に係る部分となります。男女間

のあらゆる暴力の根絶に向け、都の配偶者暴力相談支援センターの充実と区市町村・民間団体等

への支援及び連携の、この二つを両輪とし、取組を加速していきたいと考えております。 

  施策の主な柱としては、左側、都の配偶者暴力相談支援センターの充実では、暴力を許さない社

会形成のための啓発と早期発見、多様な相談体制の整備、安全な保護のための体制整備、自立生

活再建のための総合的な支援体制整備、調査研究の推進を挙げております。 

  右側、区市町村・民間団体等の支援及び連携では、身近な地域での相談窓口の充実、関係機関・

団体等の連携の推進、人材育成の推進、適切な苦情処理を挙げています。 

  また、支援センターの充実、区市町村等の支援及び連携の両方に係るものとして、性暴力被害者

に対する支援、ストーカー被害者に対する支援、セクシュアル・ハラスメントの防止、性・暴力

表現への対応を挙げております。 

  次、改定計画の体系（案）でございます。この資料も、議論のたたき台として、審議会において

配付した資料となります。 

  体系（案）については、大きく五つのパートから成っております。Ⅰ、ライフ・ワーク・バラン

スの実現と働く場における女性の活躍推進、Ⅱ、男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ、

Ⅲ、多様な人々の安心な暮らしに向けた支援、Ⅳ、配偶者暴力対策、Ⅴ、男女平等参画を阻害す

る様々な暴力への対策の五つでございます。 

  以上の案を基に、次期計画に盛り込むべき内容について、現在、審議会の部会においてご議論い

ただいております。配偶者暴力対策部会においては、児童相談所や民間団体との連携、加害者対

応などについてご意見をいただいております。 
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  次、こちらは現行計画の体系になりますので、後ほどごらんいただければと思います。 

  次、最後に今後の予定についてご説明をいたします。総合計画改定に係る具体的な議論は、審議

会と審議会内に設置しました男女平等参画部会と配偶者暴力対策部会において進めております。

今後は、９月に開催予定の第２回審議会において、答申案を中間のまとめとして取りまとめ、パ

ブリックコメントを実施する予定でございます。その後、パブリックコメントの意見等を踏まえ、

１２月の審議会で最終答申案として取りまとめ、来年１月に答申をいただきたいと考えておりま

す。いただいた答申等に基づき、３月には、都として総合計画を改定し、発表したいと考えてお

ります。 

  なお、現行の総合計画にも掲載させていただいているとおり、改定後の新たな総合計画の中で、

各機関の皆様の取組をコラムとして掲載することを検討しております。掲載に当たっては、改め

て依頼等をさせていただきたいと考えておりますので、その際は、ご協力のほどよろしくお願い

をいたします。 

  最後に、次回のネットワーク会議は来年３月に、推進部会については１１月と来年２月に開催を

する予定でございます。 

  総合計画についての説明は以上となります。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、今の説明に関してご意見等ございましたら、最後にそれぞれご意見いただくところで

おっしゃっていただければと思います。 

  それでは、次に議事（３）に入らせていただきます。 

  参加機関における取組等についてでございますが、今回は東京ウィメンズプラザ、東京都女性相

談センター、一般社団法人ウェルク、ＮＰＯ法人女性ネットＳａｙａ－Ｓａｙａの皆様にご説明

をいただきます。 

  それでは、まず初めに東京ウィメンズプラザ、加藤委員からお願いいたします。 

○加藤委員 東京ウィメンズプラザ、加藤でございます。よろしくお願いいたします。 

  では、１枚目からご説明させていただきます。令和３年度の東京ウィメンズプラザ事業でござい

ます。 

  まず、相談事業でございますが、ごらんのとおり一般、特別、ＬＩＮＥを使ったＤＶ相談、外国

人相談をしております。特別相談のイ）の①でございますが、今年度の７月２日より、今まで一般

相談のお電話で、ＤＶ相談も含めて様々な悩みを承ってきたんですけれども、今回、ＤＶ専用ダ

イヤルとしまして１本立てさせていただきまして、運用を開始しているところでございます。ま
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た、ウ）のＬＩＮＥを活用したＤＶ相談につきましては、本年度から本格実施しておりますので、

周知等ご協力いただければと思います。また、さらにエ）の外国人相談につきましても、対応言

語、５言語で今年より本格実施しております。皆様には、周知のご協力をぜひお願いしたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

  では、続きまして、２ページ目をご説明させていただきます。こちら、当施設で行っております

講座・研修でございます。 

  （１）でございますが、１番又は３番については、区市町村や職務関係者向けの研修、２番は一

般の方向けに配偶者暴力防止講演会で、今年はオンライン配信の予定をしております。また、４

番は民間団体の方向けの人材育成を目的とした研修を実施しております。 

  （２）番でございますが、こちらは、民間活動、自主的に活動されている団体を支援する助成事

業でございます。今年４月３０日に募集締め切りまして、現在、引き続き手続中でございます。 

  では、次の３ページ目でございます。 

  被害者の方への支援といたしまして、ご覧の４事業を実施させていただいております。緊急事態

宣言の中、開催ができない場合もございますけれども、できるだけ開催できるよう、何とか努力

をさせていただいているところでございます。 

  続きまして、次のページでございます。 

  （４）番は、区市町村向けの支援事業といたしまして、区市町村の配偶者暴力相談支援センター

の機能整備につきまして、お手伝いさせていただいております。内容は後ほどごらんいただけれ

ばと思います。いろいろなご相談等をお受けしてお伺いしておりますので、引き続き、よろしく

お願いいたします。また、（４）番の２番目は、区市町村相談員のスーパーバイズということで、

相談事例について講師の方にご助言いただいたりしているところでございます。 

  （５）は、会議でございます。本ネットワーク会議の連携部会と、配偶者暴力相談支援センター

にお集まりいただいて、連携会議等も実施しております。今年も予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、次のページにまいります。 

  こちらは東京ウィメンズプラザの相談件数の推移でございます。平成１９年からの数字になって

おります。ＤＶ相談が、下の濃いほうの色でございます。上のほうが、その他でございます。平

成２７年度に回線を増やしておりますので、件数が増えております。ただ、足元は、ＤＶ相談に

つきましては、やや漸減傾向になっております。 

  次でございますが、次のページお願いいたします。 
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  それでは、最後に、今現在、都内の区市町村配偶者暴力相談支援センター、１７区に設置されて

おります。引き続き、整備促進につきましては、支援していきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  ご説明は以上でございます。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして東京都女性相談センター、三木委員、お願いいたします。 

○三木委員 おはようございます。東京都女性相談センターの三木と申します。 

  本日は、東京都女性相談センターの昨年度の実績について、簡単にご説明申し上げます。 

  東京都女性相談センターは、売春防止法に基づく婦人相談所であり、また、配偶者暴力対策支援

センターの役割を担っております。 

  婦人保護事業の最近の動きといたしましては、皆様もお聞きになっているかもしれませんが、令

和元年に困難な問題を抱える女性への支援のあり方検討会中間のまとめが発表されて以降、売春

防止法の抜本的見直しに基づく婦人保護事業の見直しが進められる予定でございましたが、現在、

コロナ対応ということで、議論が少し足踏みをしている状況かと思いますが、いずれ法改正、制

度改正などの動きが改めて出てくるのではないかと考えております。 

  女性相談センターの最近の状況でございますけれども、グラフが大変小さくて見にくいかと思い

ますので、右の画面の下のほうに、黄色い枠囲いになっております概要というところを中心にご

説明させていただきます。 

  まず、令和２年度の相談件数でございますけども、元年度に比較して約１２．５％の大幅増とな

りました。ただし、ＤＶ相談の件数については、ウィメンズプラザ同様、前年度比で約３．８％

の微減ということになっております。報道などでは、新型コロナウイルスの感染防止のための外

出の自粛や在宅勤務によるストレスで、ＤＶ相談の増加が懸念されているところではございます

が、現状では、女性相談センターのＤＶ相談は増えていないという状況になります。これは内閣

府の取組であります、ＤＶ相談＋（プラス）などの開設が影響したことが大きいかと考えており

ます。 

  それから、東京都女性相談センターでは、相談業務のほかに、緊急の保護を必要とする方への一

時保護業務を担っております。全体の保護の件数は、６２４ケースありました。そのうち、ＤＶ

被害者については３７１件となっております。保護の件数については、減少傾向にございます。

引き続き、その要因を分析し、保護の必要な方を確実に保護につなげていきたいと考えておりま

す。また、一時保護の理由ですけれども、やはり暴力被害の方が圧倒的に多くなっておりまして、
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全体で７６％ということで、前年比は、やや増となっております。 

  これに対しまして、売春防止法に基づく業務とされております売春防止法５条違反、昨年度は１

名ということで、引き続き減少傾向となっております。 

  それから、私どもは女性とその女性が同伴する児童も保護をしております。同伴児童の保護され

た実人数は４０７人、全体の保護された人数の約４割を占めてございます。女性相談センターで

保護された児童と、それから、児童相談所のように、児童福祉法に基づいて保護された児童との

権利の実現について、できるだけ差があってはならない。これまで私どもは、大人、成人である

女性の目から同伴児童の支援ということを考えてこざるを得ませんでしたが、令和２年度より、

ＤＶ対応・児童虐待防止連携コーディネーターの職を１名配置し、子供、児童の目線からも、支

援の必要性についてアセスメントを行うことを実行していっております。まだ事業を開始して間

もなく、全体に周知されていない部分もございますし、法的な根拠がないままに、今、手探りで

進めている状況ではございますが、引き続き、児童の権利を守るために、私どもも児童相談所や

子ども家庭支援センターの皆さんとの連携強化に努めていきたいと思っております。 

  ５番を飛ばしまして、一時保護の方々の状態像です。年齢層は非常に幅広く、１３歳から９１歳

までございました。１８歳未満の方は３名いらっしゃいまして、全て児童相談所からの一時保護

委託となっております。１３歳の方ということで、びっくりされるかもしれませんけれども、こ

の方は妊娠をしており、児童相談所での保護はやはり適切ではないということで、児相からの依

頼を受けた方となっております。 

  また７番、ＤＶを主訴とする女性の保護は、やはり２０代・３０代で多くなっておりまして、全

体の６割となっております。このうち、ＤＶ被害者であって帰宅した方、加害者である夫などの

元に戻った方は、例年１割ほどの方がいらっしゃいますが、こちらについては例年同様の傾向で

ございました。加害者の元に戻っても、その方が、必要があればすぐに相談や保護につながるよ

う、危険防止のための助言などを行い、また、地域の婦人相談員の皆さんと協力しながら、その

方の安全に少しでも役立てていければと思っております。 

  女性相談センターからは以上でございます。ありがとうございました。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして一般社団法人ウェルクの佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木委員 ウェルクは、設立が２０１３年、平成２５年に設立した団体です。東京都の民間団体、

１０団体が連携して事業をやろうということで始まったものです。 

  主にＤＶ被害者のための連携同行支援事業という事業をやってきました。これはもう１０年を経
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過しています。当事者からの依頼で、日常、民間や行政で相談員をやっておられる方々など、登

録していただいた支援員の方に、コーディネーターが当事者と支援員をマッチングして、当事者

のニーズに沿って同行支援をするというシンプルな事業です。行政の支援につながってない方々

とか、行政の支援から離れた方とか、そういった方が主に対象者になっています。同行支援が

あってよかったという声を聞きながら、みんな頑張ってやってるというのが現実です。 

  行き先は、法律関係の機関と、医療機関、行政窓口とか、教育機関とか、そういったところがほ

とんどです。具体的には、裁判所、警察署、あと児童相談所や入国管理局と。ほぼ、行政につな

がるところが多いです。被害者１人で自分の話をしに行くというのは、相当ハードルが高いとい

うことで、こういった権利擁護ということで、私たちが同行して、背中を押しながら寄り添うと

いう、そういう優しい感じの権利擁護事業です。 

  相談室では、なかなか聞けない話ができるとか、信頼関係がしっかり構築されるとか、結構、メ

リットもすごくあるなと思っています。そして、ニーズもすごく多いです。 

  今、２３区と多摩地区と、外国籍の支援という枠で、今は、７団体にへりましたが、もともと１

０団体の団体で連携してやっていましたが、今年の３月で多摩のシェルターが閉まってしまいま

したので、多摩地区三つなくなったので、７団体になっています。 

  実績は、去年はコロナの影響で件数が随分減ったりしましたが、後半は増加もしまして、全体で

言うと９００から１，０００件程度のニーズがあります。一番多いのは、やっぱり外国籍の支援

を求める方々が多いです。またこの事業は、民間だけじゃなくて、行政からの委託も今広がって

いて、６区からの委託を受けながら、行政の方々の支援の補助みたいな形でも入っています。本

人からご相談いただくケースも多いんですけども、行政の支援員の方からお電話いただいて、こ

の方の同行をお願いしますという形でやっているのも増えてきています。 

  これがメインの事業でして、あとはスポーツメンタリングという事業、ＤＶ被害者のご家庭で

育った子供たちへのスポーツメンタリングを提供する事業ですとか、支援者向けの基礎研修とか、

危険度の査定とか。またあとＩＴの危険度をどうクリアしていくかという課題に対して、専門家

を招いた研修会とか、そういったものも行ってきています。 

  今年は、内閣府のセーフティネット強化事業という、ＤＶ被害者のためのパイロット事業と称し

ている事業に応募しましたので、その中でも、東京コンソーシアム型という形で、連携したモデ

ル事業を展開しようとして、今年２年目になります。なので、パイロット事業と呼んでいますが、

今までの被害者団体だけじゃなくて、もう少し広げて、子育て支援をやっている団体ですとか、

母子支援をやっている方々との連携ですとか、教育訓練をしっかりやってる方々とか、あと日本
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女性財団など、資金を集めて、企業と組んでやっておられるような医療系の団体とか、枠を広げ

た方々と連携を取りながら、今までの枠組みを広げた形でやっていこうという取組です。 

  民間団体の知恵といいますか、よさを生かすとよく言っていますが、民間の良さはやっぱり柔軟

性がありますので、そういうものを生かした安心、安全な支援モデルというのを提案できればと

考えています。ファーストステップとしてのＳＮＳの利用とか、チームで支援できるような仕組

みだとか、支援者を支援するプログラムとか、そういうより良い支援に必要な仕組みを考えよう

という目的で動いているところです。 

  今年からはこのパイロット事業が始まったうえに、さらに養育費の取決めができてない方々のた

めの養育費取得のための支援事業というのも、行政の委託で始まりました。これは一人ひとりの

相談者に寄り添って養育費取得まで併走するものです。それもかなりニーズが高いということが

明らかになってきています。パイロット事業の一環として、連携しながらやっていた事業経験と

人的、社会的資源を生かして、もう少し広がる形の事業をやっていくという流れですね。なので、

今後は養育費の支援取得の事業が、もっと広がるだろうという予測で今計画しているところです。 

  パイロット事業については、事業案内を送ってたと思います。これは、パープル東京という名前

で活動していて、ざくっとした案内ですけども、都内の民間団体や行政、専門家、協力者などを

つないだ、民間、行政が混在した形のプラットフォームが創出できると、今まで支援の届かな

かったような人たちにも支援ができていく、安全な、一人ひとりに合った適切な支援というのが、

もう少し厚みが出てくるのかなと思っているところです。 

  目的は、民間支援のモデルを構築する、あと相談体制をもう少し柔軟な形でやっていく、民間も

含めた関係機関とつなぐという感じですね。 

  今の連携団体が、それぞれ直接支援や支援者支援、研修や講座、当事者グループなどをやってい

る団体で、ぶどうの木とウェルク、あとレジリエンス、ウェラワーリー、シェルターネット、東

京ＹＷＣＡ、あとリトルワンズで、ここはシングルマザーの支援団体ですね。また今年からＲＲ

Ｐ研究会が参加しまして、加害者更生のプログラムもやっていく予定です。こういう形で、いろ

んな支援をやっている方々と連携を組みながら、１人の人の支援をどう組み立てていくか、プラ

ンニングする段階からかかわり、行政民間の壁を少しでも低くして、お互いに利用できる社会資

源が広がっていくといいなと。そんなふうにみんなで考えているところです。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○赤羽会長 いろんな取組のご紹介、ありがとうございました。 

  それでは、ＮＰＯ法人女性ネットＳａｙａ－Ｓａｙａの田村委員、お願いいたします。 
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○田村委員 女性ネットＳａｙａ－Ｓａｙａの田村です。 

  私たちは、２０００年に設立したＤＶ被害者の支援を実施している団体です。名前のＳａｙａ－

Ｓａｙａというのは、インドネシア語で「わたし」を意味し、過去の自分からこれからの自分を

取り戻して、社会につながっていこうということを表しています。 

  現在はＮＰＯ２０人のメンバーと、それから年間１００名以上の支援者が関わって、設立から２

０年で２０万人以上の方々に、直接支援や講座等の啓発活動をしてきました。 

  ＤＶ被害者が暴力から離れていく、そして地域で自立していくためには、長い時間がかかります。

その道のりを伴走しながら切れ目ない支援をしていくということで、具体的に、このパンフレッ

トに書かれているように、相談、それからシェルター、ステップハウスの運営、同行支援、傷つ

いた女性たちの心と体の回復のプログラム、さらに、知識や情報を得て、地域で就労していくた

めのプログラムなども実施しています。被害を受けた当事者の女性への支援プログラム全体を

「燦（ＳＵＮ）」と名づけています。 

  また、右側では、子供たちへのサポートについてです。母と子の同時並行の心理教育プログラム

「びーらぶ」や、学習支援や子ども食堂、夏のワーク、思春期の子供たちのためのプログラムな

ど、子どもたちへの支援プログラム全体は「凛（Ｒｉｎｇ）」と名づけて実施しています。 

  また、地域で子育て中の方々のサロンや、要支援の方々の家庭訪問を通しながら、子育てで悩む

母親たちを支援して、その背後にある虐待やＤＶに早期に気づいて、それをサポートしていく活

動を展開しています。 

  さらに、支援者を養成する講座や、中学、高校、大学、専門学校へのデートＤＶ防止の啓発講座

も実施しています。 

  私たちは、当事者への切れ目ない支援ということで、相談を受けてから、実際に加害者から離れ

て地域で自立していくまで、これだけ長い道のりの全体を網羅するような支援サービスを行って

います。 

  今年はコロナということがありまして、去年、今年と、シングルマザーの方たちに向けて、新た

に電話相談に加えてＬＩＮＥ相談も始めました。実際に、相談は週に５日、電話とＬＩＮＥで

行っています。ＬＩＮＥ相談は、思春期向けとＤＶ専門のＬＩＮＥ相談を始めました。 

  これはＬＩＮＥ相談のチラシです。 

  火曜・金曜に実施し、ＬＩＮＥの画面の文字には全部振り仮名もつけて相談の案内をしています。 

  相談については、２０２０年度は延べ件数で２，６３１件、その前の年の１．８倍となりました。

もちろん、ＬＩＮＥ相談が新たに増えたので多くなったというのもありますが、内閣府で出して
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いる DV 被害の相談が２０１９年よりも１．４倍よりも多いという形です。電話相談が多いもの

の、思春期のＬＩＮＥ相談も多い月には４０件近くにもなっています。ＬＩＮＥ相談は、経験の

ある相談員と打ち込みを担当してくれる学生ボランティアの方が、２人組んで対応しています。

ＬＩＮＥは相談へのハードルが低くて、使いやすいのですが、一回限りで長く続かなかったり、

深刻な場合に、電話や面接につなげることが難しいなど、結構課題があります。 

  これはステップハウスの様子です。シェルター、ステップハウスは、都内と近県に五つあります。 

  これがシェルター、ステップハウスの中でやっている、当事者へのサービスの様子です。 

  これは、暴力について知る講座。 

  心と体を癒やす手仕事やワーク、Ｓａｙａ－Ｓａｙａ工房で物を作るなど。 

  これが当事者の皆さんが作った作品ですね。 

  アロマテラピーなどもやっています。 

  次のステップでは、就業に向けての様々な研修とか実際の仕事の体験をします。 

アサーションの練習をしたり、外資系の企業の協力を得て、面接の実習もいたします。 

  この外資系企業では、社長自らが協力してくれて、面接の練習などもしました。 

  実際に就業の練習として、事務所に併設しています「カフェ・ミモザ」というところでは当事者

の方が実際に接客サービスをするという経験を通して、実際の仕事に就けるような練習を積んで

いくということもやっています。 

  次は、社会参加へのトレーニングをしながら就業していくということでキャリアセミナーに加え

て、キャリアカウンセリングなどもやっているところです。 

  次が、子供に対してのプログラムです。実際に子供たちが暴力に遭ったことについて、暴力の内

容や自分の気持ち、それからコントロールされてきた状態、家族に対しての幻想、暴力のないコ

ミュニケーションの仕方、自分自身を大切にすることなど、そういったテーマを遊びながら学ん

でいくという心理教育プログラムになっています。 

  これが今説明した「びーらぶ」という名前のプログラムをしているところです。 

  暗いですが、やっている子供たちの様子です。 

  「びーらぶ」プログラムでは、母親も同時に、子どもとは別の場所で同じテーマを学びます。そ

うすることで、子供と母親がこのプログラムで学んださまざまなテーマを一緒に理解していくと

いう過程を共有しています。 

  これは、家族に対してはどういう幻想を持ってきたのかということをグループワークで出し合っ

たさまざまな意見です。 
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  これは「びーらぶ」のなかで、自分について大事な私のコラージュで、こんないろんな形ができ

ました。 

  「びーらぶ」が、全国にも広がってきていまして、実際に支援者養成講座を受けた人が、いろん

なところで始めてくれています。 

  実際に今１３の都道府県、市でやっていて、埼玉県では、県主催で養成講座を開いて、ＮＰＯが

立ち上がって、「びーらぶ」プログラムを実施するという形になっています。 

  これは「びーらぶオレンジ」といって、養護施設で暮らす子供たちと支援者に向けて実施してい

るプログラムです。性暴力についても考えます。 

  これは子供の変化を、木を描くことで見るバウムテストです。左側が「びーらぶ」を受ける前、

右側が後です。 

  左側の絵には、木の中に顔があって泣いてますよね。右側が終わった後。葉っぱや木の実がつい

て、泣き顔はありません。随分違うなと思います。 

  実際に「びーらぶ」に参加した子供たちは、もう２０年たって、大学生、大人になって、この子

供たちが支援者になってくれています。 

  一緒に勉強をする学習支援のチューターになったり、居場所で一緒に遊んだり、それから子ども

食堂でお食事を一緒に食べたりということもしています。 

  子ども食堂の様子です。実際にここに来たお子さんが、誕生日に一緒にご飯とケーキを食べて

祝ったら泣き出したことがありました。なぜなら、これまで祝ってもらったことが一度もなかっ

たから。というようなお子さんもいらっしゃいました。 

  次は、思春期に向けてのいろいろなワークです。やはり思春期になると、恋愛とか体の変化への

不安とか、新たな課題が出てくるところを、プログラムに入れて実施しています。 

  これは思春期ノートです。思春期に特有のテーマについて、それぞれ抱える問題を一緒に考えよ

うとしています。 

  これは外に出ていく「お出かけプロジェクト」で、外資系の企業の社員たちが、一緒にボラン

ティアで関わってくれています。 

  これは芋掘りとかバーベキュー、親子共々楽しむ、ボランティアでやっていただいている方々、

学生さんも参加しています。 

  これがデートＤＶについての防止啓発講座の様子です。真ん中は、高校生と一緒に作成したデー

トＤＶについてのＤＶＤです。実際に被害に遭った当事者の女の子が体験を語ってくれています。 

  これは子育て交流サロン「ａｍｉ－ａｍｉ」です。ここで支援スタッフが子供さんを見て、お母
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さんは手作りとかアロマとかのワークをします。その中で悩みが出てきたら、しっかり受けて、

相談などの初期の支援につなげます。 

  この、ホームスタートというのは、実際に支援員が家庭を訪問していって、そこで子育てに関し

てサポートしながら、虐待、ＤＶを早く見つけるという事業で、これは荒川区と一緒にやってる

部分です。 

  去年、今年とコロナ禍で大変で、外資系企業から、かなりたくさんの食料を助成いただきました。

これらの食料をシングルマザーのご家庭に年２回、３００件以上配送しました。 

  海外から講師を呼んで、これはトラウマインフォームドケアの勉強をした様子です。 

次は、イスタンブールでＪＩＣＡ主催の、アフガニスタンの女性の警察官に向けた研修で、講師

として当団体代表の松本和子が話をしたところです。 

  ＤＶ被害者支援については、被害者支援のさまざまなプログラムをこれまでやってきましたけれ

ども、現在、離婚後に子供と父親の面会交流がどうしても避けられない状況になってきている中

で、加害者更生プログラムというのを、どうしていくか、被害者支援とどのようにつなげていく

かが課題ではないかと思っています。 

  これは橋本聖子さんなど、男女共同参画大臣が来てくれたときの写真です。 

  大臣も来てくれて、民間のシェルターや活動を視察して、実際の民間の支援について力を入れて

くださって、現在実施されている内閣府の民間団体の DV 被害者支援のパイロット事業につな

がっていったのかなというふうに思っています。 

  これは「あるこうよむらさきロード」の写真です。一般市民の方や、ＤＶ被害者の方たちが仮装

をして、支援者も一緒になって表参道を歩いて非暴力をアピールする催しです。毎年秋にやって

います。今年は１１月２３日に実施します。一緒にご参加いただけたらというふうに思います。

１００人から２００人ぐらい集まったりします。 

昨年、非正規で仕事を失った２０代のシングルマザーの方が、４か月の赤ちゃんを残して自死さ

れました。背景にＤＶがあったのですけれども、ご本人も、また相談を受けた窓口でも、ＤＶだと

いうことに気がつかずに、ご本人に必要な支援に届かなかった。私たちは、後になってその話を聞

いて、とてもとてもつらい思いをしています。 

  また、公的な支援から外れてしまう方たちの話も聴きます。例えば母国の母親と携帯でどうして

も話したいという被害を受けた外国人女性、けれども、携帯を使えないという理由で、公的なと

ころに入れない、入らない状況があります。 

  または、同居している交際相手から暴力を受け、しかも、その相手の借金を背負わされ、その借
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金を返さなきゃいけないとずっと思って、別れるところまで決心がいかない。公的なシェルター

に入っちゃうと働きに行けない。働きながら避難できるというところが欲しいと、民間団体に相

談したとおっしゃる方がいたりします。 

  一人一人の状況とか、ご本人の意思に沿っていく支援というのには、限度もあると思いますけれ

ども、ダイバーシティーという視点では、一人一人違う支援、オーダーメイドの支援というもの

を尊重していくことも必要だなという部分もあります。それは本当に難しいことではありますけ

れども、行政と民間、それぞれの資源の強みなどを活かし、つなげながら、今後もやっていきた

いと思っています。 

  本当に、皆様や都との連携というのが大切だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

○赤羽会長 ありがとうございました。大変貴重なご報告ありがとうございます。 

  それでは、議事（４）の配偶者暴力対策に関するご意見についてです。ネットワーク会議委員名

簿の順に私のほうからお名前を指名させていただきますので、お名前とご所属、また、これまで

ご説明した内容へのご意見、また通常の業務での気になっているようなこと、恐縮でございます

が、お一人１分以内でお願いいたします。 

  それでは、早速指名させていただきます。総務局の乗木委員、お願いいたします。 

通信の調子が悪いようですので、また後ほどお話しいただくようにお願いいたします。 

  富山委員、いかがでしょうか。 

○富山委員 福祉保健局の保健政策部で保健政策課長をやっております、富山と申します。 

  保健政策部においては、都の保健所の管理運営を所管しておりまして、こういったところの地域

保健活動を通じまして、様々な配偶者暴力に関する課題等も吸い上げながら、適切な支援につな

げることに努めております。 

  また、保健政策部の所管事業としましては、自殺対策を持っておりまして、こちらでの自殺相談

ダイヤルですとか、ＬＩＮＥを活用したＳＮＳ自殺相談、こういった中で、配偶者暴力に係るお

悩みですとか、そういったものを受け付けたときに、適切に支援に結びつけるよう、そういった

取組を進めております。 

  特に自殺対策におきましては、女性、若年層の自殺者数の増加、こちらのほうが社会的な課題と

なっておりまして、こういったものを受けまして、女性、若年層向けの相談ニーズを踏まえた取

組の強化も進めております。 

  今回、いろいろ事業紹介いただきました団体ですとか、そういった、今回の委員の皆様ともしっ
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かりと連携を図りながら、こういった配偶者暴力に関する課題の解決に向けて、保健政策部とし

ても取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○赤羽会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして大久保委員、お願いいたします。 

○大久保委員 福祉保健局生活福祉部計画課長、大久保でございます。私ども生活福祉部では、生活

困窮者の支援、また、区市町村と地域における福祉の在り方、そういったところを所管してござ

います。 

  今、皆さんからお話がありましたように、女性の問題と経済的困窮は切っても切れない関係にあ

ると思います。そういった意味で、経済的困窮に陥る女性の方の支援というところで、私どもも

今後支援を深めてまいりたいと思っております。 

  コロナ禍において、色々な状況が発生していると思います。現場の知見を持っていらっしゃる皆

様方のご意見等も頂戴しながら、改めて施策の推進に努めてまいりたいと思いますので、引き続

き、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして木村委員、お願いいたします。 

○木村委員 少子社会対策部計画課長の木村です。少子社会対策部では、子育て支援施策、母子保健

施策、児童相談所から女性相談まで、幅広く施策のほうを担当してございます。 

  本日、各委員から、それぞれ現場での相談の状況など、貴重なお話をいただきました。こうした

意見も踏まえながら、我々としても施策を考えていきたいと考えてございます。 

  また、本年４月にこども基本条例が東京都で制定されました。この基本条例の中では、子供の目

線に立った施策を考えていくというようなことが重要だというふうに示されてございます。こう

した視点も踏まえて、男女平等の施策についても考えていければと考えてございます。 

  本日はありがとうございました。以上でございます。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  続きまして、榎本委員、お願いいたします。 

○榎本委員 少子社会対策部育成支援課長の榎本と申します。 

  私ども育成支援課では、ひとり親の支援、また若年被害女性等支援事業の今年度からの本格実施、

あと女性への支援などを行っております。 
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  若年女性への支援については、昨年度、モデル事業を実施し、今年度から４団体で本格事業実施

ということで、やはりこういう状況ですので、そういった方々の支援というのも、かなり増えて

いるというような状況にございます。 

  また、婦人保護事業の運用の見直しとか、新たな公的枠組みの整備など、こちらも今現在、国に

おいて検討されてると聞いておりますが、今後、これがどのような施策に影響されるのか、非常

に注視してるところでございますが、また、そういった展開になりましたら、本会議参加の皆様

と連携しながら進めていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  続きまして、三木委員、お願いいたします。 

○三木委員 女性相談センターです。先ほどはお時間をいただきまして、ありがとうございました。 

  先ほど田村委員からも、保護所で通信機器が使えないことについての課題について、問題提起を

いただいております。安全確保と、それからご利用者さんの思いに寄り添うということのバラン

スを取っていくのが難しい状況ではございますけれども、大きな課題でございますので、引き続

き、皆様のご意見なども伺いながら、改善できることがあれば、少しずつでも前に進めていきた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  続きまして、谷山委員、お願いいたします。 

○谷山委員 女性相談センター多摩支所の谷山と申します。 

  私どものほうは、多摩地区、市町村部の女性相談を担当させていただいているところです。先ほ

どから、本所の三木所長から話がありましたけれども、コロナ禍において、様々な課題などもあ

り、また、若年層の支援などに取り組んでいく必要があるというふうに感じておりまして、皆様

と連携しながら、しっかりと対応していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  では続きまして、八木委員、お願いいたします。 

○八木委員 精神保健医療課長の八木です。私たち精神保健医療課としましては、都内３か所に設置

しております精神保健福祉センターにおきまして、都民の精神的な健康の保持、増進等に取り組
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んでいるところでございます。 

  その中で、心の電話相談、こちらにつきましては、年間約３万件程度相談を受けておりますが、

特定相談としまして、思春期の相談等も受け入れているところでございます。その中には、家庭

内暴力を背景として、心の不調を訴える内容も幾つかございます。 

  本日、皆様方にご教授いただきました様々な事業と連携しながら、引き続き、心の健康の観点か

ら、配偶者暴力対策の問題にも取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

 警視庁の澤田委員、お願いいたします。 

○澤田委員 警視庁のストーカー対策室の澤田と申します。警察として、ＤＶをはじめとする人身安

全関連事案に対しては、認知した段階では、被害者等に危害が加えられる危険性や切迫性を正確

に把握することが困難である一方、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが極めて高いと

いう特徴を踏まえまして、今後とも、被害者の安全の確保を最優先に考え、関係機関の皆様と連

携を図るとともに、危険性や切迫性に応じて、第一義的には、検挙措置により加害行為の防止を

図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○赤羽会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして特別区の小川委員、お願いいたします。 

○小川委員 特別区女性政策主管課長会代表で千代田区国際平和・男女平等人権課長の小川でござい

ます。特別区の主管課長会といたしましては、このコロナ下で、書面開催が続いておりまして、

実際には会議が開けていない状況でございますけれども、各区、配偶者暴力の相談支援センター

ですとか、いろんな努力をしているところでございます。今日の民間団体の方々の取組が大変参

考になりまして、私どもも民間団体との連携が課題になっておりますので、ぜひ、ご協力、連携

をさせていただきたいと思っております。 

  また、私ども千代田区といたしましても、今年度、男女平等推進行動計画を策定予定でございま

して、東京都の計画の状況ですとか、また教えていただきたいと思っておりますし、配偶者暴力

相談支援センターが、まだ千代田区では設置されてないんですけれども、それについても、ウィ

メンズプラザと協力をいただいて進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

  以上でございます。 
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○赤羽会長 どうもありがとうございました。 

  続きまして、羽田委員、お願いいたします。 

○羽田委員 特別区福祉事務所長会代表、荒川区の羽田と申します。よろしくお願いいたします。 

  福祉事務所の中には、実際にＤＶ被害者の一時保護を行う婦人相談員を配置しております。荒川

区の例を挙げますと、昨年度のＤＶの相談自体は増えておりますけれども、一時保護が減少して

おります。 

  先日、警察さんとも意見交換をさせていただいたんですけれども、在宅での勤務が増えまして、

アルコールがもとになったトラブルが増えているということを聞いております。やはりこのコロ

ナ禍の不安が増えている中で、相談者からも、なかなか家を出る決心がつかないといった声も多

く聞いております。被害を受けた方を単に一時保護して、被害を受けた方だけに負担を強いると

いうのではなくて、今、加害者プログラムも充実されておりますけれども、そういった家庭全体

に介入していくということが、これから重要なのではないかなというのを今現場で感じています。 

  以上です。ありがとうございます。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、川田委員、お願いいたします。 

○川田委員 東京都市生活保護担当課長会代表の東大和市福祉部生活福祉課長の川田と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

  東大和市の生活保護に関しましては、配偶者暴力の事例というのはあまりございません。生活保

護では、離婚によりまして、生活保護を受給されている夫婦の方が一緒に暮らせなくなったり、

別のアパートに転居をしなくてはいけない場合、生活保護費で転居費用を支給しております。ア

パートにつきましては、ご本人様に探してもらっておりますけれども、アパートが見つからない

など、同居生活を続けなくてはいけない状況の場合、配偶者暴力につながる可能性が出てくるの

ではないかと考えております。 

  また、離婚前に離婚した後の生活保護について相談をしたいという方は時々いらっしゃいますの

で、様々な相談に対しまして、面接相談員、また、ケースワーカーが傾聴し、丁寧な対応をして

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして石岡委員、お願いいたします。 

○石岡委員 特別区児童主管課長会代表の、墨田区子育て支援課長の石岡でございます。 
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  本日は貴重なお話をいただき、どうもありがとうございました。 

  配偶者暴力対策という課題につきましては、大変大きな課題の一つであると認識してございます。

子育て支援という観点から、少しでもお役に立てますよう、特別区児童主管課長会の皆様に対し

ても、情報提供をしていきたいと考えてございます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○赤羽会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

  それでは、続きまして坂本委員、お願いいたします。 

○坂本委員 東京都市子育て関連担当主管課長会代表の坂本でございます。 

  課長会の中では、課長会の下に専門職会、子育て支援センター長連絡会や母子・父子・婦人相談

員連絡会を設置しておりまして、配偶者暴力対策、ＤＶ被害支援につきましても、専門職会の中

で支援等についての情報共有を図っております。 

  配偶者暴力対策につきましては、子供へのケア体制の充実を図る必要があると考えておりまして、

本日ご紹介いただきました取組に、いろいろな取組につきましては、課長会の中でも情報共有し

ていきたいと考えております。引き続き、関係機関の皆様との連携を図ってまいりたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、畠山委員、お願いいたします。 

○畠山委員 特別区保健予防課長会の代表として参加しています、杉並保健所の保健サービス課の畠

山と申します。 

  自治体によって体制は違いますけれど、保健所や保健センターなど保健の部署では、精神保健や

母子保健の視点から、いろいろ関わっております。精神保健相談で、いろいろ問題をお受けする

こともあるんですけれど、母子保健のほうでは、妊娠時の届出の際ですとか、赤ちゃん訪問、乳

幼児健診などの際に、本当に全員の方にお会いして、お話を保健師などが直接聞いてというとこ

ろで、いろいろＤＶや虐待の早期発見や予防啓発にも取り組んでいるところです。 

  また、そういう問題があった場合は、関係機関の皆様と連携を取らせていただいて、いろいろ進

めていっておりますので、また、今後ともよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、佐藤委員、お願いいたします。 
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○佐藤委員 東京都多摩府中保健所保健対策課長の佐藤と申します。東京都の保健所は、多摩地区と

島しょ地域にございますが、そこでの保健対策の課長会の代表として参加させていただいており

ます。 

  都の保健所では、地域保健活動の中で、精神や難病を含め、複雑な背景をお持ちの方々の支援を

しているところでございますが、やっぱりＤＶとか虐待の絡む案件、多く見られる印象を持って

おります。コロナ禍で、いろいろと難しいこともありますが、状況に合わせて必要な機関と協働、

連携して対応を続けていきたいと思っているところでございます。引き続き、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして瀧島委員、お願いいたします。 

○瀧島委員 特別区指導室課長会を代表しまして参加させていただいてます、港区教育委員会の瀧島

と申します。 

  我々は、幼稚園、小学校、中学校、子供たちの教育を所管しておりますけれども、配偶者間の暴

力によって子供たちが不安定になっている様子というのは実際あるわけですけども、その様子を

しっかり見取れる教員、担任であったり、養護教諭、あとスクールカウンセラーと、そこから

しっかり吸い上げて、関係機関につなげられるように、また、保護者の様子というのは、なかな

か、今、コロナ禍の状況で、つかみにくいんですが、相談等あったときに、しっかりそれを受け

止めた上で、つないでいけるように、学校、幼稚園のほうに指導、一緒に考えていきたいと思っ

ております。引き続き、よろしくお願いいたします。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  では、勝山委員、お願いいたします。 

○勝山委員 東京都市管理指導室課長会、２６市の教育委員会の指導室課長会を代表して参加させて

いただいております、福生市の勝山でございます。 

  コロナ禍の前から、様々な教育課題がございましたけれども、コロナの影響で家庭の環境も大き

く変わってしまいまして、子供たちのストレス非常に増えているなというふうな、子供の姿で感

じているところでございます。 

  本日、この会議に参加させていただきまして、切り口、様々ございますけれども、多くの情報を

いただきましたので、２６市で情報共有しながら、生かしてまいりたい。このように考えている

ところでございます。 

  ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。 
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○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、目代委員、お願いいたします。 

○目代委員 東京地方裁判所を代表して参りました、裁判官の目代と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  私、裁判官として、いわゆるＤＶ法に基づく保護命令を発令するかどうかといった観点から、Ｄ

Ｖ問題には関与させていただいております。 

  今日の連携機関の皆様のお話では、必ずしも配偶者間の暴力にとどまらない、家庭内の暴力まで

も含めたお話かというふうに伺っておりましたけれども、このＤＶ問題がもたらす幅広い影響、

それから、それに対する裾野の広い支援の取組など、お伺いすることができまして、大変参考に

なりました。 

  裁判所といたしましても、連携機関の皆様から情報頂戴しながら、適切な判断に努めていきたい

と思っております。今日はどうもありがとうございました。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  続きまして、糸山委員、お願いいたします。 

○糸山委員 東京地方検察庁犯罪被害者支援室の室長検事を務めております、糸山と申します。よろ

しくお願いいたします。 

  当室は、東京地検の管轄内で起きました刑事事件の被害者の方々で支援が必要な場合、捜査や裁

判を担当している検事の申立てによりまして、被害者の方々を支援するという役割を担っており

ます。被害者の方が必要とされる支援につきましては、検察庁のみでは対応できないということ

もございますので、その際は弁護士会や行政等の関係機関、医療機関の方々と連携し、支援をし

ているというところでございます。 

  特に児童虐待やＤＶ事案など、再被害、再犯の危険が高い事案につきましては、当庁で事件の処

分の前に、関係機関の方々にお集まりいただき、カンファレンスを実施し、被害者の安全確保や

心理ケア、また経済的支援の在り方、加害者が犯行に至るその原因の追求とその改善のための方

策について、協議等をさせていただいております。その際には、多方面の担当職員の方々に当庁

にもお越しいただきまして、再被害、再犯をいかに防止できるか、こういったことを一緒に検討

していただいております。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして、佐藤委員の代理の林様、お願いいたします。 

○林委員 東京出入国在留管理局、佐藤に代わりまして、代理で出席しております、林と申します。 
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  私たち入管は、在留外国人の方の手続を行う場であって、その場では、ＤＶなどの問題を抱えた

外国の方もいらっしゃることがあり、今日、こちらにご賛同いただいている皆様、支援される

方々も一緒に入管のほうに来て手続をしていただくということも、これまでございました。 

  昨年度、四谷のほうに在留外国人を支援するセンター「ＦＲＥＳＣ」というもの、開設したとい

うところもあり、外国人の在留支援についても、入管は力を入れているところです。ますます、

これからも皆様のお力添えをいただくこともあるかと思い、また、接する機会も増えていくかと

思います。引き続き、連携を保持したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤羽会長 よろしくお願いいたします。 

  では、中山委員、お願いいたします。 

○中山委員 第一東京弁護士会、人権擁護委員会第５部会の中山と申します。 

  当会におきましては、特にＤＶに特化した活動を行っているわけではございませんけれども、毎

年、日弁連の呼びかけに応じまして、女性のための「女性の権利ホットライン」という無料の電

話相談を実施しております。今年も第二東京弁護士会と共催で、６月２６日に実施させていただ

きまして、女性も含めて、皆さんが日頃感じている悩みの相談を受け付けております。その際に

は、東京ウィメンズプラザさん等の女性相談員の協力もいただいておりまして、そうしたところ

で、幅広いお悩みを法的なサービスにつなげるような仕組みに協力していきたいと思っておりま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  では、続きまして中澤委員、お願いいたします。 

○中澤委員 第二東京弁護士会の両性の平等委員会から参りました、中澤と申します。 

  こちらの両性の平等委員会のほうでは、先ほどの中山先生と同じで、ＤＶには限られないんです

けれども、性に関する様々な問題への対処ということを行っております。先ほどご紹介のあった

電話のホットラインですとか、本年度につきましては、自治体様の行っている女性相談について、

委員会のほうから委員を推薦して、相談に応じているということがございます。 

  今後も、今日ご紹介いただいたような関係機関の皆様と連携して、いろいろな問題に対応してい

きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  続きまして、草道委員、お願いいたします。 

○草道委員 日本司法支援センター、東京地方事務所の副所長をしております、草道と申します。 
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  法テラスでは、ＤＶ等被害者相談援助事業というものをやっておりますけれども、こちらは昨年、

やはりコロナ禍の中ということもあったのとは思いますが、件数としては激増をした状態となっ

ております。その他、法テラスでは、犯罪被害者支援業務であったり、民事法律扶助業務の中で、

いろいろな機関と連携をして、ＤＶ等の被害等に対応していけていると思っております。 

  今後とも、各機関との連携を深めて、さらに１人でも多くの方を救えるように、法テラスとして

は努めていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  では、続きまして田中委員、お願いいたします。 

○田中委員 東京都人権擁護委員連合会から参加しております田中と申します。よろしくお願いいた

します。 

  私たち男女共同参画社会推進委員会といたしましては、１１月に女性の人権ホットラインという

電話相談の特別週間を設けています。コロナ禍ではありますけれども、昨年もたくさんの相談が

寄せられまして、今年もみんなで当番を決めてホットラインをやっていこうと思っているところ

です。 

  いろいろな相談がございますので、本日紹介されました民間団体の皆様にも、ご協力をお願いす

ることがあると思います。どうぞよろしくお願いいたします。とても今日は参考になりました。

ありがとうございました。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  では、続きまして篠宮委員、お願いいたします。 

○篠宮委員 東京都民生児童委員連合会から参加している篠宮です。 

  活動の中で、配偶者から暴力を受けた被害者の家庭、２例を担当しました。１例目の事案は、住

所を隠して引っ越してきました。住所が分かるのが怖いので、養育費はもらっていません。児童

２人を育てています。２例目の事案も、住所を隠して引っ越してきました。児童は２人です。離

婚は裁判にまでなったと言っていました。現在は再婚して、子供が２人います。 

  以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木委員 三つだけ簡単に言います。 

  シェルターの運営が困難になり、やめてしまっている団体が出てきているということです。それ
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で、できるだけハードな部分を行政とか、公的な機関の空き家対策の事業だとか、いろんな公的

な機関が設置していただいて、民間のリスクを下げてくださると、もっと活発な活動が可能にな

るのかなということが一つです。 

  もう１つは、ＤＶとか暴力があるけれども、様々な理由で被害者が逃げない選択をするケースは、

かなりの数あり、そういう被害者の方々への見守りは大変重要だと考えています。例えば特定妊

婦さんへの見守りのような形ですね。背景には、子供の虐待とか、孤立の問題だとか、加害者の

自殺企図の懸念だとか、そういった課題が全部つながっています。だから危険だけども自宅に居

続けるということを選択する人たちがいるわけです。その人たちの見守りに、皆さんが少しでも

関わっていただければあり難いなと思います。例えば児童虐待だとか、自殺防止だとか、断らな

い相談事業だとか、そういったところとつながってやっていけると、いいのではと考えています。 

  最後ですが、警察の生活安全課の方が、加害者に対してちゃんと警告をしていただいて、被害者

が逃げずに、加害者が家を出るという例も見聞きすることが多くなってきています。もちろん危

険度が低いケースに限られるんですけれども、一時保護以降の被害者の困難がかなり軽減されま

す。ご存じの方、皆さんそうだと思うんですけど、お母さんは抑鬱状態になってます、失業して、

生活不安あり、転居して子供たちも不安定になっています。その中で、子供たちは転校しなきゃ

いけない、生活環境への適応をしないといけないという、全ての困難が一度にセットになってる

んです。これが被害者が逃げるという緊急避難時に遭遇する DV 被害者の困難です。なので、そ

れを軽減するという意味では、危険度が低いケースに限り、加害者が家を出るという選択肢を広

げていけると、被害者の方々の負担感や、ストレスの軽減になります。また、今後の回復にも大

いにつながると思っています。 

そういう被害者の状況に合わせた支援の在り方が、民間を入れ込みながら一緒にやっていけると、

もっと、今後、被害者によりそった支援がやりやすくなっていくのかなと思っています。よろしく

お願いします。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  では田村委員、何かございましたら一言お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○田村委員 民間支援団体は、やはりシェルターがやり続けられないとか、支援者が本当に足らない

というところでの理由に、金銭的な経済的な保証がないことがあります。民間団体が活動を続け

ていくための、その保証の枠組というのが欲しいと思います。また、支援といっても被害当事者

の方が望む支援は本当に様々なので、できる範囲の多様な支援をしていくことが求められている

と思います。今まで行政に関わっていた方が、お辞めになった後、年金で生活しながら、ボラン
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ティアで関わってくれて、すごく助かっている現状があります。そういうところでは、多様な支

援者もつくっていきたいと思っているので、ご協力お願いします。 

  以上です。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、総務局の乗木委員、いかがでしょうか。 

○乗木委員 総務局人権部では、犯罪被害者に対する支援を行っております。性犯罪等被害者ワンス

トップ支援事業では、面接や電話相談、同行支援、精神的支援などを提供しております。特にＤ

Ｖの被害者が関連した相談については、被害者の方のニーズをお聞きして、関係機関と連携しな

がら、提供している支援につないでおります。多くはありませんが、非常に難しいと聞いており

ます。 

  東京都も、令和３年度から、専門職としてコーディネーターを２名、人権部に配置いたしました。

関係機関との連携のため、つなぎを役割としておりますので、関係機関の皆様とも、ますます連

携を強化していければと思います。また個別に伺うこともあるかもしれないですけれども、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、市町村の大西委員、お願いできますでしょうか。 

○大西委員 私は、市町村の男女平等参画施策の担当課長会の代表として参加させていただいており

ます。各市町村、男女共同参画、平等参画所管につきましては、この配偶者暴力対策について、

福祉部局と各課、各市連携を取りながら進めているところと考えております。 

  今年度の会議が書面開催を予定していることから、本日、伺った貴重なお話を直接お伝えするこ

とはできないんですが、必ず各市町村のほうに情報共有をさせていただきたいと思っております。

本日は、ありがとうございました。 

○赤羽会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして東京弁護士会の野竹委員、お願いできますでしょうか。 

○野竹委員 東京弁護士会から参りました弁護士の野竹と申します。 

  東京弁護士会では、性の平等に関する委員会という委員会がございまして、その中でＤＶプロ

ジェクトチームというものがございます。ＤＶプロジェクトチームでは、年に３回ほど、女性支

援ネットワーク会議というものを開催しておりまして、女性や子供に対する暴力支援の現場にい

らっしゃる支援員の方々や、民間団体の方々と交流を持つ機会を持っております。 

  私自身もＤＶ事案を担当しておりまして、やっぱり弁護士だけでは何ともし難いときに、支援員
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の方々がいてくださることで、じゃあ、この件はちょっとご相談してみてくださいねという形で、

事案がうまく解決に回っていくことも何度も体験しておりますので、こうやって支援できる関係

の方々と協力できる機会は大変貴重だと思っております。どうぞ、今後ともよろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○赤羽会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、渡辺委員は通信の調子が悪いようですので、本日は発言をなさらないということです。 

  それでは、続きまして、推進部会の委員の方で、何かご発言される方いらっしゃいましたら挙手

をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○赤羽会長 では、最後に議事（５）のその他につきまして、事務局からご連絡させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○菅野委員 では、事務局からの連絡でございます。 

  本会議の今後の予定について、ご説明いたします。 

  先ほどご説明しましたとおり、本会議は年２回の開催を考えております。次回のネットワーク会

議は３月に開催し、男女平等参画推進総合計画について、報告をしたいと考えております。推進

部会につきましては、１１月頃の開催を予定しております。詳細につきましては、また改めてご

連絡を申し上げますので、引き続き、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○赤羽会長 それでは、本日の事務局からの連絡、また、本日の会議全体について、何かご意見等ご

ざいましたら、事務局まで後ほどお寄せいただければと思います。 

  本日の議事は以上でございます。 

  配偶者暴力対策基本計画の着実な推進と被害者支援における連携のための取組に、引き続き、皆

様方のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

  本日は、いろいろな立場から貴重なご意見を伺える場となったと思っておりますので、また引き

続きよろしくお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして、令和３年度第１回東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議並びに

配偶者暴力対策推進部会を終了いたします。 

本日はありがとうございました。 

（午前１１時３８分 閉会） 


