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はじめに 

 

 

NPO 法人ウィメンズネット「らいず」は、「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」（DV 防止法）が施行された 2001 年から、茨城県内を拠点に、DV 被害

を受けた女性と子どもを支援する民間組織として活動を開始しました。以来、茨城県女性

相談センター（配偶者暴力相談支援センター）をはじめ、DV 被害者の支援や子ども支援

を担当する市町村の関連部署や関係機関と連携しながら、DV のみならず、性暴力、虐待

の被害を受ける女性や子どもの支援に取り組んでいます。  

近年、子どもの命が虐待によって奪われる事件の背景に、DV が存在していたことが事

件後に判明する事例が相次ぎました。子どもの虐待被害と女性の DV 被害が重なることで、

被害当事者の SOS が届きにくい状況が発生することが指摘されています。また、DV の目

撃が、身体的、精神的な虐待やネグレクトと同様、子どもの発達や成長に深刻な影響を与

えることが、さまざまな事例や研究から明らかになっています。  

加えてこの 1 年、新型コロナウイルス感染症の拡大により、自宅待機や外出制限が長期

化するなかで、家庭内で起こる DV や子ども虐待の深刻化や被害の潜在化が懸念されてい

ます。「らいず」は、こうした状況を受け、茨城県内市町村を対象に「女性支援（DV 事案）

と子ども支援（虐待事案）  対応に関するアンケート調査」を 2020 年 12 月に実施しま

した。その結果、すべての 44 市町村から回答をいただくことができました。市町村の担

当部署・担当職員のご協力に改めて感謝申し上げます。  

このアンケート調査の結果は、市町村や回答者が特定されないように集計されています。

企画当初のご案内では、政策立案に関わる市町村議会議員の方々、DV や虐待事案の相談・

支援に従事されている市町村の担当者、また民間機関の支援者との意見交換会を 2020 年

度内に実施し、その機会に報告する予定でした。残念ながら、新型コロナウイルス感染症

の拡大が収束せず、意見交換会の開催は延期になっていますが、開催が可能な状況になれ

ば、当初の予定のように県内をブロックに分け順次意見交換会を開催し、調査結果を報告

します。また、「らいず」のホームページでも公開します。  

住民にとって身近な市町村における DV 対応と子ども虐待対応の連携がさらに進み、

DV・虐待被害者への支援の充実・強化が図られていくために、この調査報告を役立ててい

ただければ幸いです。  
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Ⅰ 女性支援・子ども支援対応に関するアンケート調査結果 
 

１． 女性支援と子ども支援の担当部署  

女性支援（DV 事案対応を含む）と子ども支援

（子ども虐待事案対応を含む）を担当する部署を

尋ねた。複数ある場合は、該当する課をすべて記

入してもらった。  

女性支援（DV 事案対応を含む）と子ども支援

（子ども虐待事案対応を含む）を担当する部署が

同一である市町村は 24 市町村、異なる市町村は

20 市町村であった（表１）。  

女性支援と DV 事案対応を同一部署で対応して

いる市町村は 33 市町村（75.0％）、基本的には

同一部署で対応しているが DV 事案対応では他の

部署も担当すると回答した市町村は 8 市町村

（18.2％）、別部署で担当と回答した市町村は 3

市町村（6.8％）であった（図１）。  

 次に、女性支援と DV 事案への対応を同じ部署

で行っているのか、また同様に、子ども支援と子

ども虐待事案への対応を同じ部署で行っているの

か、を尋ねた。  

 女性支援と DV 事案対応を同一部署で行ってい

ると回答したのは、33 市町村（75%）、子ども支

援と虐待事案対応を同一部署で行っていると回答

したのは 37 市町村（84.1%）で、全体の 4 分の 3 以上が、女性支援と DV 事案対応、また、子ど

も支援と子ども虐待対応を同一部署で行っていることが分かった。  

 女性支援と DV事案対応を同一部署で対応

している 33 市町村、及び同一部署と他部署

がともに対応していると回答した 8 市町村

を合わせた 41 市町村のうち、担当部署が男

女共同参画関連部署なのか、福祉関連部署な

のかを表 2 に示した。同一部署で対応してい

る市町村 4 分の 3 は、福祉関連部署で対応

していることが分かった。  

女性支援と DV 事案対応を異なる部署で

担当していると回答した 3 市町村のうち、2

つの市町村は、女性支援を男女共同参画関連

部署が、DV 事案対応を福祉関連部署が担当

している、と回答した。  

 

2 課以上で対応していると回答した市町

村では、女性支援・DV 対応には、男女共同

参画の部署に加えて、まちづくり、市民協働

関連の部署名が見られた。一方、子ども支援・

虐待対応には、児童福祉の部署に加え、教育

関連の部署が関わる市町村もあった。  

女性支援、子ども支援には、「福祉」、「家

庭」、「健康」に関連する部署が、横断的に関

わっている状況も確認された。  

 

 

表１  女性支援と子ども支援担当部署  

（単位：市町村，％）  

同一部署  異なる部署  

24（54.5％）  20（45.5％）  
 
※n=44, 無回答なし   
※複数の部署で担当すると回答した市町村では，
同じ部署が一つでもある場合，同一部署とした。  

表２  女性支援と DV 事案対応が同一部署の場合の特徴  

（単位：市町村，％）  

男女共同参画関連部署  福祉関連部署  

12（29.3％）  29（70.7％）  
 

※n=41, 無回答なし  
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図１  女性支援と DV 事案対応部署、  

及び子ども支援と子ども虐待対応部署の重複  

図 2 女性支援・DV 事案対応、子ども支援・子ども  

虐待事案を担当する部署の数  
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２． 女性支援（DV 事案への対応を含む）の体制  

1) 女性支援に関わる基本計画、事業計画、条例等の策定状況  

  女性支援・DV 事案対応に関連する基本計画、事業

計画、条例等を策定しているのは 26 市町村（59%）

で、全体の 6 割近くが策定していることが分かった  

(表３ ) 。  

この 26 市町村のうち、DV に特化した計画を同時

に策定しているのは３市町村で、そのうち２市町村

は「虐待・DV 基本計画」、「DV 対策基本計画」を策

定し、「配偶者暴力相談支援センター（以下、配暴センター）」を設置している。もう 1 つは、配暴

センターは未設置だが、「児童虐待、障害者虐待及び高齢者虐待並びに配偶者からの暴力等の防止

に関する条例」を策定していた。  

DV に特化した計画を有しないものの、23 市町村は「男女共同参画基本計画」を策定し、その

中に、「人権」や「安全な暮らし」等の項目で、女性支援や DV に対する基本方針を含んでいた。  

一方で、18 市町村が、女性支援に関わる基本計画や条例等を策定していない、と回答した。  
 

2) DV 事案を含む女性支援に対応する専門の相談員の配置と人数  

DV 事案を含む女性支援に対応する専門の相談員

を配置しているかを尋ねた。「配置している」と回答

したのが 17 市町村（39%）であったのに対し、「配

置していない」と回答したのは 27 市町村（61%）

で、専門の相談員の配置が整備されていない自治体が

多いことが分かった（表４）。  

さらに、専門の相談員を配置する 17 市

町村のうち、専任職員を 1 人以上配置す

ると回答したのは 5 市町村（30.4%）に

とどまり、残り 12 市町村（70.6%）は

専任職員としての相談員の配置はなかっ

た（表５）。  

女性相談の専門相談員を配置していて

も、専任職員で対応している市町村はご

く少数で、約 7 割が「非常勤」のみで対

応している現状が分かった。非常勤の専

門相談員は、2 名以上配置している、と回

答した市町村が約 7 割となった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 2020 年度（4 月～11 月）の女性相談と DV 相談の受理件数  

2020 年 4 月から 11 月までの 8 か月にわたる女性相談受理件数（延べ数）の市町村平均は

89.95 件、最大値は 1,589 件、最小値は 0 件であった（未回答４市町村）。女性相談のうち、DV

相談件数平均は 32.03 件で、最大値は 737 件、最小値は 0 件（未回答２市町村）であった。DV

相談件数の実数平均は 11.8 件で、最大値は 198 件、最小値は 0 件（未回答４市町村）であった。  

最大値が突出しているため平均値が高くなっているが、図４が示す通り、女性相談件数、DV 相

談件数ともに最多ゾーンは 1～10 件で、女性相談、DV 事案相談ともに 0～20 件以下の市町村が

表３  女性支援・DV 事案対応に関わる基本  

計画等の策定状況  （単位：市町村，％）  

策定している  策定していない  

26（59.1％）  18（40.9％）  
 

※n=44, 無回答なし   

表 4 女性支援の専門相談員の配置  

（単位：市町村，％）   

配置している  配置していない  

17（38.6％）  27（61.4％）  
 

※n=44, 無回答なし   

図３  女性支援専門相談員の専任・非常勤の別、 

  及び相談員の配置数  

表 5 女性支援に対応する専任職員と非常勤職員の配置  

  （単位：市町村，％）  

専任職員と  
非常勤職員  

専任職員  
のみ  

非常勤職員  
のみ  

3（17.6％）  2（11.8％）  12（70.6％）  
 

※n=17, 無回答なし   

11.8

70.6

17.7

11.8

70.5

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常勤職員

専任職員

自治体数の割合

0人 1人 2人以上
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約半数を占めることが分かった。  

配暴センターを設置している市町

村は、設置していない市町村と比べ

て受理件数が極めて多く、一方で受

理件数をゼロと回答した市町村との

差が際立った。  

また、DV 相談件数と相談実数との

値の差が大きく表れたのが 15 市町

村（37.5%）あり、１事案に対して

複数回、継続して対応していること

が読み取れた（表６）。  

 

 

 

 

4) 配偶者暴力相談支援センターの設置計画  

 市町村に配暴センターの設置計画の有

無を尋ねた。すでに設置している 2 市町村

以外、設置を計画している市町村はゼロだ

った（表７）。  

「配偶者からの暴力防止及び被害者の

保護等に関する法律（以下、DV 防止法）」

では、配暴センターの設置は市町村の努力

義務と規定されているが、設置に向けて進んでいない実態が明らかとなった。  
 

5) 県配偶者暴力相談支援センターにつないだ DV 事案件数（一時保護を含む）   

2020 年 4 月から 11 月までの８か月の間、市町

村から、茨城県配暴センターに一時保護を含めてつ

ないだ DV 事案の有無を尋ねた。つないだ事案が「1

件以上あった」と回答したのは、表８に示す通り 17

市町村（40%）で、最も多い事案件数は７件（１市

町村）、次いで４件（２市町村）、３件（１市町村）、

２件（4 市町村）、１件（9 市町村）であった。  
 

6) 他県のシェルター・母子生活支援施設につないだ DV 事案件数  

2020 年 4 月から 11 月までの８か月の間、市町村から他県のシェルター・母子生活支援施設に

つないだ DV 事案件数はゼロであった。  
 
7) DV 事案として当初に対応しながら、後から子ども虐待事案としても対応した事案件数 

2020 年 4 月から 11 月までの８か月の間、DV 事案として当初に対応しながら、後から子ども

虐待事案としても対応した事案の有無を尋ねた。「1 件以上あった」と回答したのは 5 市町村（11%）

にとどまった（表９）。最も多いケース数は 12 件

（1 市町村）、次いで 5 件（1 市町村）、1 件（3

市町村）だった。  

「1 件以上あった」と回答した市町村には、

どのような対応をとったか聴き取り調査を追加

で行った（ I I 聴き取り調査結果を参照）。  

表７  配偶者暴力相談支援センターの設置計画  

（単位：市町村，％）   

ある  ない  設置済み  

0（0％）  41（9５ .3.％）  2（4.7％）  
 

※n=44, 無回答 1 市町村   

表８  県配暴センターへつないだ DV 事案件数  

    （単位：市町村，％）   

1 件以上  なし  

17（40.5％）  24（59.5％）  
 

※n=42, 無回答 2 市町村  
  

表９  DV 事案から子ども虐待対応も行った事案件数  

（単位：市町村，％）    

1 件以上  なし  

5（11.4％）  39（88.6％）  
 

※n=44, 無回答なし   

図４  女性相談、DV 相談の受理件数、及び DV 相談  
実数の分布  

表６  DV 相談件数と実数の関係  
（単位：市町村，％）  

DV 相談件数が  
0 件  

DV 相談件数と
実数に差なし  

DV 相談件数と
実数に差がある  

※左記の 15 市町村のうち
DV 相談件数と実数に 2 倍以

上の差がある市町村  

4（10.0％）  21（52.5％）  15（37.5％）  ９  

※n=40, 無回答 4 市町村  
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8) DV 事案ケース会議の他部署・他機関の出席を含む開催  

2020 年 4 月から 11 月までの８か月の間に、DV 事案に係るケース会議を、他部署・他機関

の出席を得て開催したのは 12 市町村（27%）であった（表 10）。ケース会議を開催したが、他

部署の出席は得ていないと回答したのは７市町村（16%）で、「開催せず」の 25 市町村（57%）

を合わせると、32 市町村（73%）は、DV 事案については担当課のみの対応していることが分か

った。  

DV 事案のケース会議を他部署・他機関の出席を

得て開催している 12 市町村に、どのような部署・

関係機関が出席したかを尋ねた。結果は表 11 に示

す通りである。  

 

３． 子ども支援（子ども虐待事案への対応を含む）の体制  

1) 子ども支援に関わる基本計画、事業計画、条例等の策定状況  

  子ども支援・子ども虐待事案対応に関連する基本

計画、事業計画、条例等を策定しているのは 19 市

町村（43.2%）だった（表 12）。「子育て支援プラ

ン」や「子育て事業計画」のように「子育て」の視

点で計画を策定している市町村が多い一方、「虐待・

DV 対策基本計画」「子どもを虐待から守る条例」

「児童虐待、障害者虐待及び高齢者虐待並びに配偶

者からの暴力等の防止に関する条例」のように「虐待」に焦点をあてた条例を制定した市町村も見

られた。なお、「要保護児童対策地域協議会設置要項」や「児童相談室設置規則」等を制定する場

合も、虐待への対応等が示されている点で、条例等を策定している市町村数に含むこととした。  
 

2) 子ども虐待事案を含む子ども支援に対応する専門の相談員の配置と人数  

子ども虐待事案を含む子ども支援に対応する専

門の相談員を配置しているか、を尋ねた。「配置し

ている」と回答したのは 38 市町村（86.4%）であ

ったのに対し、「配置していない」と回答したのは 6

市町村（13.6%）で、子ども支援については、専門

の相談員が配置されている自治体が多いことが分

かった（表 13）。  

専任職員の相談員を配置する市

町村は、配置しない市町村より多く、

専任職員 1 名体制と 2 名以上の体

制がほぼ同じ割合なっている。  

一方、非常勤職員の相談員を配置

する市町村は、全体の 4 分の 3 を占

め、そのほとんどが 2 名以上の非常

勤の相談員を配置していることが分

かった（図５）。  

表 11 DV 事案ケース会議出席した関係機関  

複数回答       

関係機関名  市町村数  

関係庁内  ３  

教育委員会  ２  

小中学校  ２  

保育園や幼稚園  ２  

管轄保健所・市町村保健

センター  

２  

警察  ２  

その他（児童相談所，医

療機関、NPO、転入前の

市町村部署）  
各１  

  

表 10 DV 事案ケース会議の開催状況  

（単位：市町村，％）   

開催し、  

他部署も参加  

開催したが、  

他部署参加せず  
開催せず  

12（27.3％）  7（15.9％）  25（56.8％）  
 

※n=44, 無回答なし  
 

表 12 子ども支援・子ども虐待対応に関わる基本  

計画等の策定状況  （単位：市町村，％）  

策定している  策定していない  

19（43.2％）  25（56.8％）  
 

※n=44, 無回答なし   

表 13 子ども支援の専門相談員の配置  

（単位：市町村，％）   

配置している  配置していない  

38（86.4％）  6（13.6％）  
 

※n=44, 無回答なし   

44.7%

23.7%

26.3%

5.3%

28.9%

71.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常勤職員

専任職員

自治体数の割合

0人 1人 2人以上

図 5 子ども支援専門相談員の専任・非常勤の別、  

  及び相談員の配置数  
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専門相談員について、専任職員と非常

勤職員の配置割合を示したのが、表 14 で

ある。専任職員のみで対応していると回

答したのは 9 市町村（23.7%）あり、女

性支援に比べて、子ども支援の相談員と

して専任職員を配置している市町村の割

合が多いことも明らかとなった。  
 

3) 2020 年度（4 月～11 月）の子ども相談と子ども虐待相談の受理件数  

2020 年 4 月から 11 月までの 8 か月にわたる子ども支援相談受理件数（延べ数）の平均は

747.3 件、最大値は 7,206 件、最小値は 0 件（未回答４市町村）。子ども支援相談のうち、虐待

相談件数の平均は 184.7 件で、最大値は 1,523 件、最小値は 0 件（未回答 4 市町村）であった。

虐待相談件数の実数の平均は 74.1 件で、最大値は 1,118 件、最小値は 0 件（未回答 7 市町村）

であった。  

虐待相談の受理件数と虐待相談の実数値の差を表 15 に示す。受理件数と実数に差がみられる市

町村は 50%で、受理する事案の半数が、継続して対応されている状況が伺えた。  

4) 児童相談所につないだ子ども虐待事案件数   

2020 年 4 月から 11 月までの８か月の間、市町村

から、県児童相談所につないだ虐待事案の有無を尋ね

た。つないだ事案が「1 件以上あった」と回答したの

は、表 16 に示す通り 37 市町村（78%）で、最も多

い事案件数は 10 件（１市町村）、次いで 9 件（1 市町

村）、7 件（2 市町村）、６件 (３市町村）、5 件 (1 市町

村）、4 件（2 市町村）、3 件（2 市町村 )、2 件（7 市

町村）、1 件（11 市町村）であった。  
 

5) 子ども虐待事案として当初に対応しながら、後から DV 事案としても対応した事案件数 

2020 年 4 月から 11 月までの８か月の間、子ども

虐待事案として当初に対応しながら、後から DV 事案

としても対応した事案の有無を尋ねた。「1 件以上あっ

た」と回答したのは 11 市町村（25.6%）であった（表

17）。最も多いケース数は 3 件（2 市町村）で、次いで

1 件（9 市町村）で、DV から子ども虐待につながった

事案件数より多い結果となった。  

「1 件以上あった」と回答した市町村には、どのよ

うな対応をとったか聴き取り調査を追加で行った（ I I 聴き取り調査結果を参照）。  
 

6) 子ども虐待事案ケース会議の他部署・他機関の出席を含む開催  

2020 年 4 月から 11 月までの８か月の

間に、子ども虐待事案に係るケース会議を、

他部署・他機関の出席を得て開催したのは

38 市町村（86.4%）であった（表 18）。

ケース会議を開催したが、他部署の出席は

得 て い な い と 回 答 し た の は 4 市 町 村

（9.1%）に留まり、「開催せず」と回答した

のは 2 市町村（4.5%）であった。子ども虐

表 16 県児童相談所へつないだ虐待事案件数  

    （単位：市町村，％）   

1 件以上  なし  

32（78.0％）  9（22.0％）  
 

※n=41, 無回答 3 市町村  
  

表 14 子ども支援に対応する専任職員と非常勤職員の配置  

  （単位：市町村，％）  

専任職員と  
非常勤職員  

専任職員  
のみ  

非常勤職員  
のみ  

12（31.6％）  9（23.7％）  17（44.7％）  
 

※n=38, 無回答なし   

表 15  虐待相談件数と実数の関係  

（単位：市町村，％）  

虐待相談件数が  
0 件  

虐待相談件数と
実数に差なし  

虐待相談件数と
実数に差がある  

※左記の 18 市町村のうち  
虐待相談件数と実数に 2 倍以

上の差がある市町村  

5（13.9％）  13（36.1％）  18（50.0％）  11 

※n=36, 無回答 8 市町村  

表 17 子ども虐待事案から DV 対応も行った  

事案件数     （単位：市町村，％）   

1 件以上  なし  

11（25.6％）  32（74.4％）  
 

※n=43, 無回答 1 市町村  
  

表 18 子ども虐待事案ケース会議の開催状況  

（単位：市町村，％）   

開催し、  

他部署も参加  

開催したが、  

他部署参加せず  
開催せず  

38（86.4％）  4（9.1％）  2（4.5％）  
 

※n=44, 無回答なし  
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待については、ほとんどの市町村が他部署・他

機関の出席を得てケース会議を開催している

状況が分かった。  

DV 事案のケース会議を他部署・他機関の出

席を得て開催している 38 市町村に、どのよう

な部署・関係機関が出席したかを尋ねた。結果

は表 19 に示す通りである。児童相談所に次い

で、保育園など教育機関、医療機関、警察が出

席してケース会議を開催している市町村が多

いことが分かった。  

また、DV 事案に関するケース会議の開催状

況と比較すると、子ども虐待事案に対応するケ

ース会議を、外部の関係機関が出席して開催す

る市町村が圧倒的に多いことも明らかとなっ

た。  

 

 

 

 

 
 
４． DV 被害者支援、子ども虐待被害者支援に関連する研修について  
女性支援、子ども支援に関連するテーマでの研修機会がどの程度あったかを尋ねた。その結果を

表 20 に示す。この結果から、DV 被害者支援の根拠となる法や制度の研修は「全くなかった」「あ

まりなかった」と合わせて 72.8%と、研修の機会があまり提供されていないことが分かった。一方、

DV の特徴や DV 被害者支援については、「まあまああった」「十分あった」と合わせて 59%と、比

較的研修の機会が設けられていることが明らかとなった。  

  子ども虐待に関してみると、支援の根拠となる法や制度の研修は、「まあまああった」が 45.5%、

「十分あった」が 13.6%となり、研修の機会は DV 被害者支援に比べて多く提供されていることが

分かった。また、子ども虐待の特徴や虐待の被害者支援については、「まあまああった」が 40.9%、

「十分あった」が 13.6%となり、根拠となる法制度と同様、研修機会が比較的提供されている状況

が分かった。  

 最後の設問となった、DV や虐待が被害者に与える心理的影響や心理的回復支援に関する研修会

については、「全くなかった」と「あまりなかった」が合わせて 55.8%、一方「まあまああった」と

「十分にあった」が合わせて 44.2%であった。DV や子ども虐待の被害者支援の充実を図る上で、

そうした被害がもたらす心理的影響を理解することは重要で、今後さらに研修の充実が望まれる。  
 
 

（単位：市町村，％）  

設  問  
1 

全くなかった  
2 

あまりなかった  
3 

まあまああった  
4 

十分にあった  

①  DV 被害者支援の根拠となる法令

や基本計画に関すること（DV 防

止法、県 DV 基本計画、配偶者暴

力相談支援センターの機能、等） 

12 
（27.3％）  

20 
（45.5％）  

10 
（22.7％）  

2 
（4.5％）  

②  DV の特徴や DV 被害者への支援

に関する基本的な知識について  
5 

（11.4％）  
13 

（29.5％）  
24 

（54.5％）  
2 

（4.5％）  

③  子ども虐待支援の根拠となる法

令や基本計画に関すること（児童

虐待防止法、県児童虐待対策基本

方針、児童相談所の機能、等）  

3 
（6.8％）  

15 
（34.1％）  

20 
（45.5％）  

6 
（13.6％）  

④  子ども虐待の特徴や虐待被害者

への支援に関する基本的な知識

について  

3 
（6.8％）  

17 
（38.6％）  

18 
（40.9％）  

6 
（13.6％）  

⑤  DV や子ども虐待が被害者にもた

らす心理的な影響や心理的な回

復支援に関する知識について  

8 
（18.6％）  

16 
（37.2％）  

16 
（37.2％）  

3 
（7.0％）  

※設問⑤で 1 市町村のみ無回答  

表 20 DV 被害者支援、子ども虐待被害者支援に関連する研修会の機会      

表 19 虐待事案ケース会議出席した関係機関  

複数回答    

関係機関名  市町村数  

児童相談所  25 

保育園など教育機関  24 

医療機関  ２1 

警察  ２1 

関係庁内  15 

教育委員会  12 

管轄保健所・市町村保健センター  7 

障害事業所  6 

児童養護施設  4 

民生委員  2 

保健師  2 

その他（家族、消防、児童クラブ、
フリースクール、児童家庭支援セ
ンター、子育て世代包括支援セン
ター、市民センター、児童委員、
乳児院、NPO）  

各１  

 
※1 市町村のみ無回答  
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研修会の主催機関を尋ねた結果を、表 21 に

示す。研修会の主催機関で最も多かったのが県

児童相談所で、次いで県女性相談センター（県

配偶者暴力相談支援センター）となった。  

さらに自身の市町村、「らいず」、県警本部、県

青少年家庭課との回答が続いた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

５． DV や子ども虐待被害者支援についての自由記載  
 
アンケート調査の最後に、DV や子ども虐待被害者支援について、日頃から感じていることを自由

に記載してもらった。寄せられたコメントは以下の通り。  
 

 DV 被害者と子ども虐待の被害者世帯が重複していることが多く、女性支援の相談員と子ども

支援の相談員はどちらの知識も求められるように感じる。  

 今年度は、研修等がオンライン実施になったり、研修の機会が減ったり延期になったりしたた

め、新任者は対応に苦慮することがあった。  

 避難先、受け入れ先が限られている。  

 住民票を前自治体に置いたまま避難してきた事案の、他部署での連携が必要。  

 要支援者に対して指導や助言を行うが、意識の変化や行動変容させることに苦慮している。  

 要支援者の身近に頼れる人がいない場合が多く、市の子育て施策だけでは主訴解消できない事

例が多いため、対策に苦慮している。  

 暴力に関する相談窓口の一元化～女性、子ども、障がい者、老人等対象者の属性による担当分

けのない総合的な相談体制の整備。バックグランドとなる各法律と虐待や暴力の防止の目的で

連携させられるような法整備及び一元対応できる部署の設置。  

 配偶者暴力相談支援センターを支援実績のある NPO などで設置。公設民営の施設を。  

 今年度は DV や子供の虐待は発生していませんが、いつ発生するかわかりません。研修の機会

があれば、ぜひ参加し、基本的な知識を身につけておきたいと考えています。  

表 21 研修会の主催者  

複数回答  

 主催機関名  市町村数  

県児童相談所  36 

県女性相談センター  30 

自身の市町村  5 

らいず  5 

県警本部  4 

県青少年家庭課  4 

その他（子どもの虹情報研修セ
ンター、日立市女性センターら
ぽーるひたち，発達支援センタ
ー、国立女性教育会館）  

各１  

 
 ※1 市町村のみ無回答  
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Ⅱ 聴き取り調査 
 

アンケート調査で、DV 事案から子ども虐待事案へ、あるいは虐待事案から DV 事案への対応が

あったと回答した市町村に、対応例について追加で電話による聴き取り調査を行った。ここに紹介

した事例は、個別ケースが特定されないように配慮した。 
 

○  保育園からの通報。子どもの着替えや持ち物

からネグレクトが疑われ、母への聞き取りを

していくうちに DV の疑いが浮上。母親本人

は暴力について直接話をしなかったが、子の

父親である夫について聞き取りをしていく

なかで DV 相談につながった。DV について

は、本人からの訴えがない限り聞き出すこと

は困難だが、子どもについての聞き取りから、

保護者である父、母の子への関わりや家庭環

境などが見えてくる場合もある。父と母、

別々に話を聞きながら、母親が DV を示唆す

る場合は DV 相談、来所を勧めるが、本人が

話し出さなければ介入は難しい。  
 
 

○ 保育園から子にアザがあるとの通報を受け、

子ども支援の担当者が赴く。聞き取りから親

の暴力性が疑われ、両親を別々にして、子に

は虐待担当、母には女性相談員が対応して話

を聞く。この面談で母の首にもアザが確認さ

れ、そこから DV 被害が認識された。母の逃

げたいという意思を確認したので警察へも

通報。子どもと共に一時保護手続きを行った。

母は、子どもが父に対して怖がっていること

は分かっていたが、虐待、暴力と自覚できな

いままでいた。  
 
 

○ 母親から子ども支援の担当課に、子どもにき

ついことを言ってしまったが虐待にあたる

か、相談。担当から、母親に日頃困っている

ことがないか尋ねると、母親は、夫から子育

てについて文句をつけられ怒鳴られること

が多いとの話があった。担当からは、大声で

怒鳴ることは、モラハラ、言葉の暴力にもな

り得るもので、繰り返されて悪化すれば DV

に相当すると助言し、DV 相談窓口があるこ

とを案内。本人の了解を得て DV 事案担当課

にもつなげた。母親は、DV はもっとひどい

身体的な暴力しか当てはまらないと思って

いたとのことだった。  

   子育てについて相談に来た母親から DV の

話が出なくても、DV に関連する問いを投げ

かける方向で対応。聞き取りを急ぐと関係性

を壊しかねない側面もあるが、子への支援は

親への支援と捉えて、家庭状況を理解しなが

ら DV の存在もキャッチして、必要に応じて

担当者につないでいる。  

○ 妻が夫のモラハラと離婚について相談をし

たいと来所。女性相談として本人の辛さを傾

聴し  、別居や離婚を視野に入れることを提

案した。その際、父親から母親へのモラハラ

だけでなく、子どもへの暴言等の心理的暴力

が語られたため、女性相談の担当課から要保

護児童対策協議会の対象事案につなぎ、子ど

もの学校等教育機関に共有した。定期的に子

どもの状況や家庭での様子の確認を行なっ

ている。DV については、本人が話さない限

り認識されないことが多く、介入にまで行き

つかないが、母親の“困り感”を読み取るな

ど、子ども虐待の世帯と DV 被害の世帯が重

複していることが多いことを前提に対応す

る必要がある。そのため、女性相談対応の相

談員と子ども支援の相談員は、DV、虐待双方

の知識が求められる。  
 
 

○ 近隣から子ども虐待の疑いで通報があり、担

当者が家庭訪問をすると、激しい夫婦喧嘩を

目撃したため警察に通報。母は一時保護、子

どもは別に児童相談所に保護された。母親に

は DVや虐待について認識がなかったが、DV

被害者として母親にも継続的に支援を行っ

た。  
 
 

○ 子ども支援の対応から DV 被害者支援につな

がった事案があるが、本人による言及がなけ

れば介入はできない。一方、DV 相談から子

ども虐待が疑われて、子ども支援の担当課に

つないだ事案があったが、母親が虐待を疑わ

れたことで DV 相談からも離れてしまったこ

とがある。子ども虐待の対応は、相談者との

信頼関係を損なわないよう慎重に対応する

必要がある。  
 
 

○ DV が原因で離婚していた母親が、女性相談

に来所し、元夫に付きまとわれないよう転居

を希望。相談を受けていた母親が警察に連絡

し、子どもを育てられないと訴えた。警察か

ら連絡を受けた児童相談所が、子どもがネグ

レクト状況に置かれていたことを確認し、子

どもを保護。母からの相談は途切れた。  
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Ⅲ ま と め 
 

DV は、被害当事者が本来持っているさまざ

まな力を奪います。被害当事者に子どもがいる

場合、子どもも、DV 加害者・被害者間の関係に

複雑に巻き込まれ、深刻な影響を受ける事例を、

私たち「らいず」は、相談・支援活動を通して多

数経験してきました。  

「児童虐待の防止等に関する法律」（以下、児

童虐待防止法）では、「児童が同居する家庭にお

ける配偶者に対する暴力」（以下、DV の目撃）

は、子への虐待にあたると定義づけられていま

す（第２条第 4 項）。DV と虐待を一体のものと

して対応することが、被害の早期発見や再発防

止につながることを実感しています。  

 市民にとって最も身近な市町村で、DV と子

ども虐待へ一体的な支援の体制がどの程度整備

されているのか、まずは現状を明らかにしたい

との目的で今回、アンケート調査に至りました。 

 その集計結果を、次の３点にまとめました。  
 

１．市町村による DV・虐待に特化した「基本計画」

策定と配偶者暴力相談支援センターの設置 

2007年（平成19年）のDV防止法改正で、「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、基

本計画）の策定が、市町村の努力義務となりま

した（DV防止法第2条の3第3項）。「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方針」（平成25年、内閣

府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省）には、

「地域に根ざしたきめ細かな支援のためには、

都道府県のみならず、最も身近な行政主体であ

る市町村の役割も大変重要である」と明記され、

基本計画に含むべき項目を詳述しています。  

今回のアンケート調査で、DV あるいは虐待

に特化した「基本計画」等の有無を尋ねたとこ

ろ、基本計画や条例を制定していたのは、次の

通り３市町村にとどまりました。  

* 古河市虐待・DV 対策基本計画  

* 水戸市 DV 対策基本計画  

* 阿見町児童虐待、障害者虐待及び高齢者

虐待並びに配偶者等からの暴力等の防止

に関する条例  

一方、多くの市町村は「男女共同参画基本計

画」に DV 対応方針を、また「子育て支援計画」

や「子育て支援プラン」に虐待対応方針を含ん

でいることが分かりました。  

市町村の配偶者暴力相談支援センター（以下、

配暴センター）設置は、「基本計画」と同様、

2007 年の DV 防止法改正で市町村の努力義務

となりました（DV 防止法第 3 条第 2 項）。市

町村による配暴センターは、DV 被害者が、身近

な場所で継続的な相談・支援を受けられるだけ

でなく、住民票の異動、住民基本台帳の閲覧制

限の申請、生活保護の申請、就学児童の転校手

続き等、複数の手続きをワンストップで受ける

ことを可能にします。何より市町村の配暴セン

ターも「配偶者からの暴力の被害者に係る証明

書」を発行できることで、被害者が複雑な行政

手続きや法的手続きを迅速に進めることを可能

にし、多様なニーズを抱える被害者への「切れ

目のない支援」が促進されます。  

都道府県及び市町村による配偶者暴力相談支

援センターの設置数は、2020 年 11 月現在全

国に 296 か所（内閣府男女共同参画局「配偶者

暴力相談支援センターの機能を果たす施設一

覧」）。うち、市町村による設置は 123 か所です。

ちなみに隣県の栃木県では県 1 か所と市町村 4

か所、埼玉県では県 2 か所と市町村 18 か所を

設置。茨城県では、県女性相談センターに１か

所、及び古河市と水戸市が設置した 2 か所、計

３か所で、近隣県に比べても少ない状況です。  

「第４次茨城県 DV 対策基本計画（令和 2 年

10 月）」には、「市町村の配偶者暴力相談支援セ

ンターの設置の働きかけ」が明記され、2021 年

までに 6 か所の設置を目標にしています。今回

のアンケート調査から、配暴センターをすでに

設置している古河市、水戸市以外の市町村では、

当面設置の予定がないことが分かりました。今

後は、設置が進まない要因を調べ、市町村の人

口規模や地理的分布も考慮した具体的な設置推

進策を、県、市町村、関係機関が手を携え、さま

ざまなレベルで展開することが求められます。  
 

２．DV と虐待の一体的な対応・支援について  

今回の調査では、DV 事案から子ども虐待対

応も行った事案の有無と、反対に、子ども虐待

事案から DV 対応も行った事案の有無を質問し

ました。その結果、前者が 5 市町村（11%）で

あったのに対し、後者は 11 市町村（25.6%）

で、虐待から DV につなげた対応をした市町村

の数の方が多い結果となりました。  

アンケート調査後に実施した聴き取り調査で、

この差異の背景に、DV と子ども虐待を同一の

課で対応している市町村では、DV 被害者に子

がいる場合、相談受付当初から DV と子ども虐

待を一体的に対応していると説明した市町村も

ありました。そのため、女性支援と子ども支援

を同一部署で行っていると回答した 24 市町村

（54.5%）の中には、DV 事案と虐待事案を一

体的に対応していることも想定されますが、今

回の調査では、一体的な対応については正確に

は把握できませんでした。  

2020 年 4 月から 8 月にかけての DV と子

ども虐待の相談受理件数をみると、通告の義務

がある子ども虐待の件数は、DV の相談受理件

数に比べるとその市町村平均値で約６倍（DV 
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32.0 件：虐待 187.7）多くなっています。  

全国の統計でも茨城県の集計でも、児童相談

所が受理した児童虐待相談件数の約半数が心理

的虐待（「本県の児童相談所における児童虐待相

談対応件数等」茨城県、平成 29 年）で、その

増加要因には、警察の通告による DV の目撃が

増えたことが指摘されています（「市町村・都道

府県における子ども家庭相談支援体制の整備に

関する取組状況について」厚生労働省、平成 31

年 1 月）。今回のアンケート調査で、虐待事案か

ら DV 対応につなげたことがあると回答したの

は 11 市町村でしたが、虐待相談受理件数のう

ち、半数を占める心理的虐待の中で DV 目撃が

増えている状況をみると、虐待対応から DV 事

案対応へとつなぐべきケースは、把握されてい

る数より多く存在していることが読み取れます。 

聴き取り調査から、DV 被害女性が、DV の目

撃やネグレクトも虐待にあたることを相談や支

援の中で理解し、自身が虐待の加害者であると

認識することで相談や支援から離れていくリス

クも浮かび上がりました。また、多くの DV 被

害者が成人女性で、自ら DV 被害を窓口に訴え

ない限り、「被害者の意思の尊重」という名目で

DV 被害対応が遅れがちになり、一体的な対応

が阻まれる可能性もあることが分かりました。  

相談現場では、DV 被害者がそれぞれのさま

ざまな理由で自分の被害を訴えにくい状況にあ

ることを理解し、事案によっては「DV」を前面

にださず、本人の健康支援や子どもの修学支援

といった視点で、関係部署・関係機関が連携を

組み、長期的に粘り強く支援を継続するような

体制づくりが必要です。  

３．研修内容と機会について  
DV 被害者支援と子ども虐待被害者支援に関

連する研修の機会について、大きく 5 つに分け

質問しました。子ども虐待支援の根拠となる児

童虐待防止法や児童相談所の機能については、

「まあまああった」と「あった」を合計すると約

６割となり、半数以上の市町村が研修機会を得

ていたことが分かりました。これは、2016 年

の「児童福祉法等の一部を改正する法律」の施

行を受け、児童虐待対応の制度変更が背景にあ

ったことが考えられます。一方、DV 被害者支援

の根拠となる DV 防止法や配暴センターの機能

についての研修機会は、「まあまああった」と「あ

った」の合計でも 3 割弱で、DV 被害者支援の

基礎的な研修の必要性が分かりました。  

また、DV、あるいは子ども虐待の特徴や支援

の基本的知識については、どちらの領域でも研

修の機会が比較的確保されている状況も分かり

ました。DV と虐待、両事案に共通して求められ

る支援のアプローチについては、民間団体が蓄

積する知見を活用することも有効と考えます。  

市町村の人口規模や相談担当者の配置などに

違いはありますが、今後、専任職員、非常勤職員

の枠を超え、さらには女性支援と子ども支援担

当課の枠組みを超え、相互乗り入れの研修の機

会を増やし、DV 事案、虐待事案がそれぞれに重

なって存在していることを想定し、主訴に隠れ

た被害の聴き取り手法、相談・緊急的介入・回復

支援等の段階的な項目を網羅するフローチャー

トの作成なども体制整備の検討に加え、担当者

の経験や能力だけに頼らない「支援の標準化」

を進めることも重要です。  

 

◆資料１  関係法令・関係資料等リンク先一覧  
 
・「男女共同参画社会基本法」（内閣府男女共同参画室 HP）  

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/01gender.pdf 
・「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」（内閣府男女共同参画室 HP）  

https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/no_violence/dvhou.html  
・「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方針」  
（内閣府男女共同参画室 HP）  
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/houshin.pdf 

・「児童虐待の防止等に関する法律」（厚生労働省 HP）  
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv22/01.html  
・第４次茨城県 DV 対策基本計画（茨城県 HP）  

http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/related_plan/plan_dv/honbun.pdf  
・「DV・児童虐待事案における配偶者暴力相談支援センターと関係機関との連携について（アンケ
ート調査結果から）」（内閣府男女共同参画室 HP）  

 https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/r02_renkei.html 
・「市町村の配偶者暴力相談支援センターの設置促進のための手引き」（内閣府男女共同参画局）  

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/torikumijirei/pdf/sokusintebiki.pdf 
・古河市虐待・DV 対策基本計画  

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/kosodatehoukatusien/5/2075.html 
・水戸市 DV 対策基本計画  

https://www.city.mito.lg.jp/001245/kodomo/plan/p016309.html  
・阿見町児童虐待 ,障害者虐待及び高齢者虐待並びに配偶者からの暴力等の防止に関する条例  

http://www.town.ami.lg.jp/0000002572.html  

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/01gender.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/no_violence/dvhou.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/houshin.pdf
http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/related_plan/plan_dv/honbun.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/r02_renkei.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/torikumijirei/pdf/sokusintebiki.pdf
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/soshiki/kosodatehoukatusien/5/2075.html
https://www.city.mito.lg.jp/001245/kodomo/plan/p016309.html
http://www.town.ami.lg.jp/0000002572.html
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資料 2 女性支援・子ども支援対応に関するアンケート調査票  
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編集・発行 NPO 法人ウィメンズネット「らいず」 
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URL: http://www.at-ml.jp/71029/ 
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※この冊子は、令和 2 年度茨城県配偶者暴力被害女性支援事業の委託費
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