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はじめに	 

	  
	 2001年に配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律（以下、DV防
止法）が制定されてから 10年。国や地方自治体による DV被害者支援の取組みは飛躍
的に進んだ。その中で、マイノリティとされる移住（外国人）女性に対して、どれだ

けの施策や支援の取組みがされてきたのだろうか？ 
 
	 本調査の実施主体となった移住労働者と連帯する全国ネットワーク（移住連）の各

地の団体に、移住女性からの DV の相談が殺到するようになったのは 1990 年代後半
のことである。1980 年代後半から日本でも顕著になった国際結婚は、2000 年以降に
は、毎年の全婚姻件数の 5％〜6％パーセント、およそ 16組から 19組に一組に達した。
一方、国際離婚の数の増加は、国際結婚の増加を上回る勢いで増え続け、ここ数年で

は毎年の婚姻件数の半数に達している。国際結婚の破綻と離婚の背景に、多くの場合

ドメスティックバイオレンス（DV）が存在していた。 
 
	 民間団体による支援経験からは、男女の力関係を背景として生まれる DV が、日本
人男性と移住女性の間では、さらに高比率で起こること、暴力の形態としても、身体

的・精神的・性的・経済的暴力に加え、文化的・社会的偏見に基づく暴力（母文化の

蔑視、日本語や文化の強要など）、在留資格などの不安定な地位を利用した暴力（ビザ

の更新に協力しない、オーバーステイの状態の放置）なども加わり、深刻な暴力被害

に至ることが明らかになっていた。しかし、このような移住女性の実態に関する国な

どによる調査はなく、その実態は一部の民間支援団体などの関係者の間で知られるの

みにとどまっていた。また、外国人被害者の場合、日本語で状況や気持ちを伝えるの

が難しく、支援側の状況把握やコミュニケーションが難しい、女性や子どもの在留資

格など法的な問題が絡む、それまでの社会・文化的背景が異なるため日本での支援制

度の理解や施設などでの適応がスムーズにいかないなど、支援にあたって、日本人の

被害者支援以上に特別な配慮が必要となるが、このような、言葉や文化・社会的背景

に対する配慮、外国人特有の制度の知識などを必要とする外国人被害者支援のニーズ

は社会の中でほとんど認知されず、移住女性は事実上公的支援の枠外に置かれてきた。 
	  
	 移住女性の被害の実態と支援のニーズが少しずつ知られ、支援の光があたるように

なるのは、2004年の第 1次法改正以降のことである。改正 DV防止法の条文に「被害
者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重すべき」という規定が盛り込まれ、

その後策定された国による基本方針の中に、「法が対象としている被害者には、日本在

住の外国人（在留資格の有無を問わない）…も当然に含まれていることに十分留意し

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」と明記された

ことは、外国人被害者支援に、画期的な変化をもたらした。この法改正に伴い、在留

資格のない被害者の相談や一時保護における配慮が示され、また国による多言語情報

提供が試みられるなど、外国人支援の、大きな一歩が踏み出された。また、その後の
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第 2 次改正前後にも、外国人 DV 被害者の在留資格などに関する入国管理局や警察庁
などからの通達が出されるなど、国による施策は変化してきている。このように支援

が前進する中で、ここ数年の外国人女性の一時保護の割合が、日本人を含む全保護者

数の 1 割程度に達するなど、移住女性の被害の実態が明るみに出されつつあり、外国
籍 DV被害者の増加に伴う、十分な支援体制整備の必要性はますます高まっている。 
	 	  
	 私たち民間団体での支援現場にも、変化が見られる。この間、移住女性が多く居住

する地域など一部では、外国人 DV 被害者支援に関する自治体独自の先駆的、積極的
な取組みがみられ、民間団体との連携も進めながら、女性たちが以前よりずっと公的

支援を受けられるようになってきている。しかし一方で、未だに外国人であるがゆえ

に、相談や保護にアクセスできずに被害が放置されている地域もあり、自治体や地域

による対応の格差が浮き彫りになってきている。 
 
	 今回、都道府県と政令指定都市を対象に「移住（外国人）女性の DV 施策に関する
調査」を行った目的は、国による施策や移住女性被害者の顕在化などの 10年の変化を
へて現在、各地方自治体における移住女性に対する DV 施策と支援の取組みがどうな
っているか、また、どのような困難があるかを知り、よりよい支援の方策を探ってい

けたらと考えたためである。本調査では、2010年 8月に実施した都道府県および政令
市を対象とした質問紙調査を中心に、2011年 3月〜4月にかけていくつかの県や政令
市に対する追加のインタビュー調査を実施した。報告書では、調査結果をもとに、各

自治体での外国人 DV 被害者支援のよりよいあり方について、提言をさせていただい
た。その中には、地域における官民の連携・協働のあり方、国と地方自治体の役割な

どについても含まれる。本報告を、移住女性の DV 支援の今後の取組に役立てていた
だけるよう心から願っている。 
 
	 後になりましたが、本調査にご協力いただいたすべての都道府県・政令市に心か

ら御礼を申し上げます。 
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Ⅰ	 調査結果  
 

1章	 移住（外国人）女性に関する DV施策に関する調査結果  
 
	 本質問紙調査は、2010 年 8 月に都道府県および政令指定都市に対して行ったものであ
る。47都道府県と 17政令指定都市の担当部署からご回答をいただいた。以下がそのまと
めである。 
 
1	 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（「基本計画」）に、移住（外国人）女性に関する記述はありますか？	 

	 	 都道府県で「ある」と回答したのは、43、「ない」と回答したのは 4 ケースである。
政令指定都市では「ある」が 9、「ない」が 8となっている。 

	 	 国の「基本方針」に準ずる形で、外国人被害者への配慮を記述している場合が多く見

られる。 
 
2	 相談対応について	 
 
（1）相談窓口の開設状況等について教えて下さい。 
	 相談窓口については、配偶者暴力支援センターにおける DV相談と女性相談を同じもの
として重複して回答している自治体が多く見られた。また、外国人については、外国人相

談に一括して国際交流協会に委託し通訳を確保しているという回答も多かった。つまり外

国人 DV 被害者専用の相談機関はなく、DV 相談、女性相談、外国人相談が入り交じって
いるのが実態である。	  
	 なお対応言語については、中国語、英語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、タガログ語、

スペイン語、タイ語となっている。また相談件数に占める外国人（外国語）による相談の

割合は、自治体が外国語の相談対応をしているかどうかに加え、各自治体によってばらつ

きが多い。 
	 上述したように、DV、女性、外国人それぞれの相談窓口が重複している自治体が複数あ
り、単純な数字の比較ができないため、ここに相談件数の開示はしなかったが、全体とし

て、ＤＶの相談総数における外国人からの相談件数の割合はきわめて低い。それにもかか

わらず、後述のように一時保護総数における外国人の割合はかなり高いことから、ＤＶ相

談が外国人にはアクセスが困難であるか、その存在が外国人に周知されていない可能性が

ある。	 
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（2）	 外国人の DV相談についてどのように対応していますか？  
  
図 1	 外国人の DV相談についての対応（重複回答あり） 
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	 なお DV、女性、外国人相談がひとつの窓口であると回答したのは、5都道府県だった。    
 
3	 一時保護について	 
（1）	 外国人の一時保護についてどのように対応していますか？  
	 

図 2	 外国人の一時保護対応（複数回答、グラフ内の数字は件数） 
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（2）	 一時保護の件数について教えて下さい。	 
	 

表 1	 一時保護の件数および外国人のしめる割合 
 2009  2008  2007  

件（うち外国人） 外国人割

合（%） 
件（うち外国人） 外国人割合

（%） 
件（うち外国人） 外国人割合

（%） 
都道府県 6165（513） 8.3 6101（554） 9.1 6012（508） 8.5 

政令指定都市 857（24） 2.8 796（17） 2.1 920（27） 2.9 

＊ただし政令指定都市のうち、横浜市と静岡市は外国人統計なし	 
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	 表 2	 都道府県別一時保護における外国人の保護件数 
一時保護件数 

   

09 年 08 年 07 年 

総数(件) 

外国人

(件） 

外国人

割合(%) 総数(件) 

外国人

(件) 

外国人

割合（%） 総数(件) 

外国人

(件） 

外国人

割合(%) 

北海道 107 3 2.8  98 3 3.1  94 2 2.1  
青森 43 0 0.0  36 0 0.0  42 0 0.0  
秋田 55 1 1.8  89 3 3.4  68 1 1.5  
岩手 50 3 6.0  53 0 0.0  40 0 0.0  
宮城 106 2 1.9  91 3 3.3  103 2 1.9  
山形 50 7 14.0  49 7 14.3  41 5 12.2  
福島 57 3 5.3  72 12 16.7  62 2 3.2  
茨城 118 11 9.3  102 5 4.9  123 14 11.4  
栃木 118 10 8.5  142 25 17.6  125 6 4.8  
群馬 65 3 4.6  62 8 12.9  77 7 9.1  
埼玉 195 20 10.3  191 33 17.3  162 26 16.0  
千葉 120 20 16.7  116 22 19.0  164 16 9.8  
東京 977 93 9.5  901 86 9.5  832 85 10.2  
神奈川 320 38 11.9  375 47 12.5  361 42 11.6  
新潟 48 7 14.6  37 2 5.4  56 5 8.9  
富山 60 5 8.3  80 10 12.5  81 11 13.6  
石川 95 4 4.2  90 2 2.2  81 2 2.5  
福井 42 0 0.0  50 4 8.0  39 3 7.7  
山梨 30 1 3.3  42 5 11.9  40 4 10.0  
長野 59 13 22.0  58 15 25.9  61 17 27.9  
岐阜 79 15 19.0  75 21 28.0  95 11 11.6  
静岡 138 11 8.0  164 22 13.4  220 23 10.5  
愛知 369 67 18.2  330 69 20.9  256 61 23.8  
三重 81 11 13.6  80 5 6.3  83 11 13.3  
滋賀 101 5 5.0  103 7 6.8  111 8 7.2  
京都 181 13 7.2  174 1 0.6  164 3 1.8  
大阪 562 34 6.0  564 26 4.6  474 26 5.5  
兵庫 299 18 6.0  269 14 5.2  293 26 8.9  
奈良 136 2 1.5  112 6 5.4  113 5 4.4  
和歌山 82 6 7.3  79 4 5.1  69 7 10.1  
鳥取 79 9 11.4  96 14 14.6  89 4 4.5  
島根 59 4 6.8  54 4 7.4  66 13 19.7  
岡山 100 6 6.0  97 5 5.2  99 3 3.0  
広島 96 11 11.5  134 9 6.7  160 13 8.1  
山口 56 2 3.6  44 1 2.3  37 2 5.4  
徳島 47 6 12.8  51 3 5.9  64 5 7.8  
香川 74 10 13.5  81 3 3.7  70 2 2.9  
愛媛 34 1 2.9  58 4 6.9  46 0 0.0  
高知 87 3 3.4  83 10 12.0  91 1 1.1  
福岡 265 16 6.0  229 13 5.7  246 16 6.5  
佐賀 77 4 5.2  51 1 2.0  87 6 6.9  
長崎 101 1 1.0  87 1 1.1  88 2 2.3  
熊本 84 7 8.3  72 5 6.9  54 3 5.6  
大分 46 2 4.3  59 7 11.9  62 1 1.6  
宮崎 37 0 0.0  38 0 0.0  44 0 0.0  
鹿児島 53 2 3.8  72 3 4.2  53 1 1.9  
沖縄 127 3 2.4  111 4 3.6  126 5 4.0  
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表 3	 政令指定都市別一時保護における外国人の保護件数 
一時保護件数と外国人割合 

  

09 年 08 年 07 年 

総数 外国人 

外国人

割合 総数 外国人 

外国人

割合 総数 外国人 

外国人

割合 

札幌 25 0 0,0 24 0 0,0 20 0 0,0 

千葉 8 0 0,0 11 1 9,1 4 2 50,0 

横浜 375   0,0 377   0,0 402   0,0 

川崎 72 6 8,3 53 6 11,3 50 4 8,0 

新潟 8 1 12,5 4 0 0,0 7 1 14,3 

静岡 33   0,0 53   0,0 73   0,0 

大阪 195 14 7,2 188 8 4,3 239 16 6,7 

北九州 59 0 0,0 42 0 0,0 52 0 0,0 

福岡 82 3 3,7 44 2 4,5 73 4 5,5 

合計 857 24 2,8 796 17 2,1 920 27 2,9 

	 

表 1、2 から明らかなように、都道府県と政令指定都市では、一時保護に占める外国人
被害者の割合には大きな違いがある。都道府県が 8-9%前後を占めるのに対し、政令指定
都市の場合は 1.5%前後と低くなっている。なお、政令指定都市では独自に一時保護を実施
しているところは少なく、上記の政令指定都市の保護件数は都道府県の保護件数と一部重

複している場合もある。これらの表が示すように、自治体間の差も大きい。年によって割

合が大きく異なる自治体もあるが、3年間ともに総じて割合が高いのは山形、埼玉、千葉、
東京、神奈川、長野、岐阜、愛知の都県および川崎市である。これらの地域のほとんどは、

移住女性が多く住んでいる地域でもあるが、一時保護総数における外国人の割合の大きさ

は、その自治体に潜在的な被害者が多いことを意味するわけではない。むしろ一時保護に

至る前の段階での、相談できる個人や支援組織が存在しないか、アクセスできないのでは

ないか。そうであるがゆえに、日本人女性であれば、相談窓口を経由して受けることがで

きる支援によって、一時保護に至る前に解決できる問題が、外国人女性の場合には、いき

なり 後の段階の一時保護に至ってしまうのではないだろうか。	 

	 この点については、第Ⅱ部で改めて論じたい。	 

	 

4	 職務関係者に対する研修について	 
（1）	 職務関係者に対する「外国人 DV 被害者への対応」等に関する研修は行っていま

すか？ 
	 	 14都道府県、2政令指定都市が実施している。婦人相談員などの関係機関職員および
自治体職員を対象に、弁護士や行政書士、NGO などの専門家、入管職員などによる、
支援に必要な法的知識、在日外国人に関する一般的知識、および実際の支援のあり方に

ついての講習がほとんどである。 
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（2）	 研修を行っていない理由を教えてください（複数回答可） 
	 研修を行っていない理由としては、都道府県では「行う必要が特にない」が 13、「予算
がない」が 3、「その他」が 19となっている。「その他」の中には、外国人からの相談件数
が少なく他の事業化との兼ね合いにより予算措置が困難で事業化に至っていないなど、相

談件数が少ない、これまでにないことを理由にする回答が多かった。それ以外には、内閣

府など他機関主催の研修に参加、手引き・マニュアルの配布、他の研修や DV被害者支援
全般の研修会に外国人の事例も含める、必要に応じてアドバイザーを依頼するなどの代替

手段で実施しているという回答も目立った。それ以外には、時間的余裕、リソースパーソ

ンがいないなど資源の欠如を理由にする回答もあった。 
	 一方、政令指定都市では「行う必要が特にない」が 4、「予算がない」が 2、「その他」
が 8 となっている。「その他」の主な理由としては、都道府県同様、外国人の保護件数が
少ないことがあげられている。それ以外には、他機関主催の研修会に参加、今後予定ある

いは検討しているという回答があった。  
	 その他、移住女性 DV被害者の相談には通訳を活用しているため、外国人対応について
の研修を行っていないという回答も都道府県、政令指定都市を含めて数件あった。下記 8
の自由回答から分かるように、移住女性 DV相談に関し言葉以外の課題が認識されている
一方で、それらの課題を解決する方法は、通訳の活用をのぞいて十分に取り上げられてい

ないのが現状である。  
 
（3）	 厚生労働省の実施する「人身取引被害者及び外国人 DV 被害者を支援する専門通	 
訳者養成研修事業」について 

 
①	 この制度を知っていますか？ 
	 41都道府県と 9政令指定市が「知っている」と回答している。 
 
②	 今後、この制度を利用する予定はありますか？ 
	 4都道府県、1政令指定市が「利用する予定がある」と回答している。  
 
③	 この制度を利用していない理由を教えてください（自由記述）。 
	 「通訳は、いつ、どのような言語が必要となるか予測できず、必要なときに必ず対応で

きる体制を整えるための人員確保は困難であると見込まれるため」など、利用者が少ない

がゆえに、常時専門の通訳を各言語について用意する必要がないという判断が多かった。  
	 また必要なときは、国際交流協会に依頼して確保しているという回答も多く、さらには

「外国人相談者のほとんどが日本人の配偶者で日本語でのコミュニケーションが可能であ

る」との回答もあり、DV相談および通訳の専門性が十分認知されていないといえる。  
	 なお政令指定都市の場合、この事業が都道府県を対象とするものだからという回答が多

くみられた。  
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5	 通訳者の配置について	 
（1）	 通訳者の配置はどのようになっていますか？（複数回答、グラフ内の数字は件数） 

0

3

2

3

5

9

9

29

7

13

3

19

2

3

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

政令指定都市

都道府県

DV対応独自の通訳人配置
DV対応独自の通訳制度
自治体の通訳制度活用
国際交流協会
民間団体
その他
配置なし

 
（2）【（１）で①～⑥とお答えいただいた方】DV対応についての通訳者制度の仕組みにつ
いて、また、依頼団体等との取決めの内容等について教えてください	  

	 （可能であれば、資料をご提供下さい。） 
 
	 都道府県では、取り決めはなく個別に対応を協議するという回答が多いが、事前に DV
被害者支援についての説明をしたり、守秘義務を説明したりしているという回答もあった。

通訳者については、必要に応じて、国際交流協会や民間団体に通訳派遣を依頼するところ

が多い。ただし通訳派遣を事業化したり、外国人支援の実績のある個人と通訳業務に関す

る契約を締結したりしている自治体もある。鳥取県では、「通訳者養成研修の受講後、県の

外国人 DV被害者支援のための通訳者として登録。婦人相談所、配偶者暴力相談支援セン
ター及び民間シェルター等から派遣依頼を受け、派遣」しているという。また通訳費用に

ついては、ボランティア通訳に頼る自治体もあるが、あらかじめ単価を設定し単価契約あ

るいは謝金として支払う自治体もある。 
	 政令指定都市でも、通訳についての取り決めはないところがほとんどである。基本的に

は、市の国際課や国際交流協会、民間団体などに通訳の派遣依頼をするところが多い。横

浜市のように、民間団体に運営費補助を行い、「対応可能な７カ国語で女性福祉に関する電

話や面接相談を受けている。相談者本人からだけでなく、相談者を支援する関係者からの

支援に関する助言にも応じる。相談内容によっては、民間団体スタッフが電話での対応や

出張サービスを行ない、言語的、心理的サポートを行ないながら自立支援を行なう」とし

ている自治体もあった。 
 
6	 多言語情報の作成について	 
	 「独自の多言語情報を作成している」と回答したのは 28都道府県、6政令指定都市だっ
た。「他の機関等の作成した多言語情報を活用している」と回答したのは 16 都道府県、
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9 政令指定都市。具体的には、内閣府の作成したパンフレットを用いている県が多かっ
た。「多言語情報の作成、配布等は特にしていない」と回答したのは 11 都道府県、3 政
令指定都市だった。 

 
7	 その他、外国人を対象とした特別な施策がありましたら教えてください。	 
	 	 （可能であれば、資料等をご提供下さい。）	 

 
【政令指定都市】 
・生活情報提供事業：外国人の方からの生活行政情報に関する問い合わせをボランティア

の方が電話で受けるというもの（相談業務や窓口での面接は行なっていない）。（堺市） 
 
【都道府県】 
・外国人の配偶者等暴力被害者支援に携わる、通訳者のための研修を行なっている（DV
に関する知識や、外国人被害者支援に関する法・福祉制度、社会・文化的背景等について

学んでいただく）。（東京都） 
・外国人にむけ７言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガ

ログ語、タイ語）で書かれた「多言語 DV相談窓口のご案内」リーフレットを作成し窓口
の周知をしている。（神奈川県） 
・（財）石川県国際交流協会でトリオフォンによる相談事業を実施。（別添２参照）（石川） 
・平成 22 年度から外国人 DV 被害者相談対応のための専門通訳を養成する。事業実施要
項は未設置。（三重県） 
・特別なものはないが、オーバーステイの場合、本人が望めば、特別在留許可の審査に同

行し配暴センターとしての意見を陳述した。（兵庫県） 
 
8	 外国人への対応で困難な点がありましたらご自由にお書きください。	 
	 

【政令指定都市】 
■言語・文化をめぐる課題 
・DV 相談の窓口で、外国語の理解、外国との慣習等の違いのため、行き違いが生じる場
合がある。（千葉市） 
・DV ケース等の場合、緊急に相談に来るケースも多いため、通訳対応等、必要言語のス
タッフの調整が難しいときがある。（横浜市） 
・日本の法制度について通訳を同席して説明しても理解ができない場合もあり、困難を要

することが多い。（新潟市） 
・ある程度言葉が通じ会話が成立していても、文化や生活習慣の違いや日本に来た経緯に

より本人の本質や本心が見えてこないことがある。本人を想い、よい方向を探ろうとして

いる段階で相談をやめてしまうケースがある。（新潟市） 
・言葉の問題もあるが、パスポート、宗教、文化の違い、子どもの養育、教育など、また

同国の方との横のつながりなど複雑な問題を抱えることもある。（新潟市） 
・外国語相談窓口以外では日本語での対応となるため、意思疎通が難しい。（福岡市） 
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・英語以外の外国語の場合の対応。（相模原市） 
・日本語を理解する外国人の場合でも、専門的な言葉や複雑な制度の説明が困難である。

（福岡市） 
■法制度をめぐる課題 
・離婚など国により制度が異なる事案についての相談対応が難しい。（福岡市） 
■社会関係をめぐる課題 
・地域の中で孤立している外国人の DV被害者が多く、自立支援にむけて保証人の問題が
困難。保証協会を使っても身元引受人が必要。（岡山市） 
■情報へのアクセスに関する課題 
・外国人被害者への周知方法や対応策についても課題となっている。（京都市） 
 
【都道府県】 
■言語・文化をめぐる課題 
・（特に少数言語の）通訳者確保が難しい。（北海道、東京都、神奈川県、静岡県、鳥取県） 
・風俗、習慣が異なるため、指導が理解されにくい場合や、情報がうまく伝わらないこと

がある。また意思確認が難しい。（宮城県、茨城県、千葉県、山梨県、三重県、奈良県） 
・電話相談の際、日本語がある程度話せる相談者の場合、日本語で対応するが（統計上外

国人とカウントされない）実際どの程度、こちらの助言や情報を理解して頂いたのか分か

らず、言葉の問題なのか、言葉以前の理解の問題なのか区別するのが難しい。（千葉県） 
・英語以外の外国人への対応には、コミュニケーション的に困難を来すことが予想される。

（宮崎県） 
■法制度をめぐる課題 
・日本人との間にもうけた子を同伴する場合は、日本で生活していく道がひらかれている

が、日本国籍のない子を同伴する場合は日本で生活することが困難である。（茨城県） 
・外国人への生活保護法の適用に関し実施機関の調整が難しい。（東京都） 
・他府県から DVで逃げて来られたとき、生活保護の実施機関が決まらず困る。国の通知
は出ているが、市町により対応が異なる。（兵庫県） 
・オーバーステイ（夫がビザ取得に協力しない）の場合の生活保護についても人道的な見

地でということでお願いするが、決定に時間がかかる。また市町において取り扱いは異な

るようだ。（兵庫県） 
・新たな在留管理制度の実施に係る詳細が不明。（東京都） 
・在留資格によって、一時保護後の自立策がないこと。（東京都） 
・国による制度の違い（離婚、入国資格等）があり、情報提供や自立支援において対応が

難しい。（山梨県） 
・身分証明書（パスポート）不携帯のまま保護に至った場合、証明書等の発行等その後の

支援に不都合が生じる。（長野県） 
・外国人登録が住民基本台帳の支援措置の対象外である。（長野県） 
・自立支援のための保証に限界がある。（長野県） 
・ビザの問題などがつきまとうこと。（岐阜県） 
・通訳を介した面接を実施しているが、施設や法律に関する十分な理解が得られないこと
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がある。（大阪府） 
・法制度の違いの説明。（高知県） 
■経済的課題 
・帰国費用等被害者本人に金銭的余裕がない場合の、法的経費の支出や一時保護所退所後

の生活確保。（新潟県） 
・日本語が十分に話せない外国人が保護命令を申し立てる場合、当人は費用を負担できな

いため通訳を雇えず、苦慮している。（鹿児島県） 
■社会関係をめぐる課題 
・家族、知人、支援者等の援助が求めにくい。（岐阜県、奈良県） 
・大使館関係者が DV加害者の場合、関係機関との連携に苦慮する。（東京都） 
■一時保護施設における課題 
・言葉の問題や生活習慣の違いにより、一時保護中の生活支援等が難しかったりトラブル

が起きたりする。（栃木県、岐阜県、高知県） 
・法的な手続き等については通訳を確保して対応しているが、一時保護施設には通訳を配

置していないため、日常生活上の指導や要望等、意思疎通が困難な場合がある。（新潟県、

熊本県） 
・一時保護中の日常生活など予算的に頻繁に通訳を確保することが難しい。（新潟県） 
・一時保護中の生活については、言葉が通じなくても身振り等で伝えることができるが、

DV について、今後どうしたいかなど本人の意思確認が必要とされる場合に苦慮する。通
訳を交えて相談するが、通訳の方が保護命令等法律や DVに関してある程度知識を持って
いないと伝わりにくいことがあった。（滋賀県） 
・生活習慣、文化、食事、宗教等、母国の習慣への配慮と集団生活との調和を図ること。

（長野県） 
・日本語がほとんど話せない方も多く、面接時に困難をきたすことが多い。具体的事例は

ないが、食事に関して宗教的な規則等がある方が入所されると対応が不可能になると思わ

れる。（福岡県） 
・外国人を一時保護した場合、保護所では宗教上の理由による食事制限への対応が困難。

（佐賀） 
■その他	 

・事例がほとんどなく、臨機応変の対応が想定される。（愛媛県） 
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2章	 自治体における取組み  

 
【神奈川県】DV被害者支援事業における民間団体との連携  

――男女共同参画課へのインタビューから  
 
アンケート調査の結果、神奈川県では、相談件数及び一時保護件数において、外国人の

割合が非常に高く、また支援の内容としても、外国人被害者への言語対応や文化・制度の

違いへの配慮対応、外国人被害者相談についての行政への研修の試みがみられる。そのた

め追加のインタビュー調査を実施した。県民局県民活動部人権男女共同参画課の担当者２

名に対応していただいた。 
 

1	 はじめに‐神奈川県のＤＶ施策の特徴	 

神奈川県では平成 15 年度に、男女共同参画社会基本法に基づく「かながわ男女共同参
画推進プラン」を策定（平成 20 年度に改定）し、重点目標の一つに「異性に対する暴力
の根絶と人権の尊重」を掲げている。また、平成 18年度には、DV施策の基本計画として
「かながわ DV被害者支援プラン」を策定し、平成 21年度に改定しているが、平成 18年
度のプランと 21 年度に改定したプランを比べると、切れ目のない支援を行うために、身
近な窓口である市町村の取組への支援などを充実させた。 
 
神奈川県の支援制度の特徴は、DV 法一時保護などの被害者支援を民間団体に委託し、

民間団体が活動しやすいように県が補助金などを出して相互の協力関係を築いていること

にある。すなわち、神奈川県の DV被害者支援事業は民間との協働事業であるということ
だ。そのために被害者の目線に立った充実した支援が可能になっている。こうした取り組

みは、県が事業を開始する前に、積極的に活動していた民間団体が県内に存在していたこ

とで可能になった。 
 
	 他県にない神奈川県の特徴的な事業として、多言語 DV相談・自立サポート相談事業が
ある。この事業は、「かながわボランタリー活動推進基金」を利用し、平成 14年度より外
国籍 DV 被害者支援団体との協働事業として開始したものである。その後、平成 18 年度
より県の事業として予算をつけている。多言語相談は、当初は、英語、韓国・朝鮮語、ス

ペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語の 6 言語で始めたが、平成 21 年度から中
国語が加わり 7言語になった。相談時間は月～土曜日の 10時から 17時までで、業務を民
間団体に委託している。 
 
	 多言語相談の相談員はすべて DV被害者支援の知識を持っている人で、単なる通訳では
ない。これだけの人材を県で雇用することは難しいので、民間に業務を委託することで、

事業が可能になっている。各言語での相談・通訳の方法は運営している団体が希望する言

語で対応できる相談員を確保しており、固定電話での対応を基本に、緊急の場合などは、

トリオフォンを使って対応している。 
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	 なお、神奈川県では、配偶者暴力相談支援センターの事業として、DV 相談、自立サポ
ート相談、多言語相談、そして男性被害者相談を実施している。DV 以外の一般的な女性
相談とは相談電話が別に設置してあり、相談件数の統計も別にとっている。 
 
民間団体の実施している被害者の自立支援については、県からの補助金がある。具体的

なメニューとしては、被害者同行支援、一時保育、ボランティアスタッフのシェルター夜

間勤務、団体が行なう自立支援研修への補助などがある。 
	 

２	 市町村の窓口での相談	 

	 開庁時の一時保護については、市や町村、町村を管轄する県の福祉事務所が相談窓口と

なり、配偶者暴力相談支援センター（DV センター）が調整し、女性相談所長が決定を行
う。市町村の窓口で被害の状況把握をするために、県では、７言語で書かれた「外国人

DV 被害者のための多言語相談シート」を作成し、日本語が不自由な被害者が相談しやす
いように配慮している。外国籍の相談者に、絵や母国語でかかれた選択肢を指差してもら

い状況を把握し、被害者が訴える内容を確認するために使用している。通訳の言っている

ことが正しいかどうか、チェックリストを利用して相談員が被害者自身の意思を 終的に

確認するためにも利用している。相談員向けに外国人対応のマニュアルも作成しており、

外国人登録証明書の見方やビザの有効期限や種類などについて記載し、初めて外国人被害

者の対応をする人でも相談を受けられるようにしている。	 

	 

	 相談に来た被害者と相談員との言語コミュニケーションが困難で緊急を要するような場

合は、多言語相談電話で通訳も依頼できる。また、相談員が外国人被害者相談の経験が少

なく対応が難しい場合は、相談員がＤＶセンターに相談してアドバイスを求めることもで

きる。	 

	 

	 研修としては、女性相談員に向けた研修を、女性相談所主催で年に数回行なっている。

その他にも、市町村の行政職員などを対象にした研修も年に数回行っている。講師は弁護

士や民間団体職員などで、現場の被害者支援などに精通した人に依頼している。職員は数

年で変わることが多いので、この研修で、基本的な 低限必要なことは研修している。	 

	 

	 また、啓発・相談窓口案内として、「多言語ＤＶ相談窓口のご案内」リーフレット（７言

語対応）を市町村等の窓口に置き、相談・一時保護につなげている。多言語リーフレット

は平成 22 年度に 2 万冊を作成し配布している。市町村の外国人登録の窓口に設置してい
る他、入国管理局や、母子手帳を交付する課の窓口、外国籍の方が多く立ち寄るお店等に

も配布の協力を依頼している。 
 
３	 一時保護時の通訳	 

  厚生労働省が実施する「人身取引被害者および外国人ＤＶ被害者を支援する専門通訳者
養成研修事業」のことは知っているが、現在の枠組みでは専門性の高い通訳は養成できな

いと思われるので利用の予定はない。現在は、一時保護の際のシェルターでの通訳は、民
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間団体や国際交流センター相談員、女性相談所登録通訳者などにお願いしている。希少言

語への対応に苦慮している。 
 
４	 今後力を入れていきたい事業	 

財政が限られている中だが、支援する側の質の向上には力を入れていきたい。また、潜

在的な被害者に窓口の存在を伝え、支援につなげたい。困っている人にパンフレットが渡

るようにしたい。日本人であれば、自ら情報を得ることができ、市町村の窓口で支援を継

続していけるが、外国人の場合は、言語の壁による情報格差があり、より丁寧な日常的な

生活支援が必要になる。一時保護を経て自立していくために、途切れない支援が必要だと

感じている。今後は女性など弱者対策などにも使える国の交付金があるので、そのような

ことに使うことを検討していきたい。とにかく、民間団体が安定した運営ができるように

国に予算措置を要請していきたいと思っている。	 

	 

神奈川県は早くから民間団体が活動してきた先進地域だと思う。地域によっては、対応

の差があると聞いているので、全国どこに住んでいても、被害者に情報が届くように、国

によるホットラインなどの設置は意義があると思う。神奈川県としても、被害者に相談窓

口の存在が伝わるように、今後も全力で取り組みたい。	 

	 

	 今後予定されている入管法の改定により、日本人と結婚している外国籍の女性の在留資

格取り消しにより、外国籍の女性がさらに困難な状況に置かれることを心配している。正

確な情報が、外国籍の女性に、また支援をする相談員に伝わるように努力したい。窓口を

訪れた人が、暴力の被害者であることをキャッチできるように、市町村の現場に 新の情

報を伝えていきたいと思っている。 
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【兵庫県】DV被害者支援の専門性の向上への取組み  
――県立女性家庭センターへのインタビューから  

 
	 アンケート調査の結果、兵庫県では、通訳研修のみならず、職務関係者に対しても外国

人 DV被害者支援をテーマにした研修が実施されていることがわかった。また自由記述項
目からも積極的に外国人支援に取り組んでいる様子がうかがえたため、県立女性家庭セン

ター（配偶者暴力相談支援センター	 以下「センター」と表記）相談支援課担当者にイン

タビュー調査を実施した。兵庫県では一定の支援の質を確保するための環境を作ろうとの

思いが強く感じられた。 
 
1	 研修とマニュアル	 

（1）通訳研修	 

	 兵庫県では阪神・淡路大震災をきっかけに民間団体の外国人支援活動が活発になり、そ

の力を借りて、2005（平成 17）年度から通訳派遣制度を作った。通訳研修についてもか
ねてから要望が出されており、センターとしても通訳の専門性を確保したいため実施した。

厚生労働省の補助金制度については知っていたが、ポスターなどで広報という要件のハー

ドルが高いため、県独自で実施することになった。民間団体だけでなく、入管や警察にも

呼びかけ、入管や県警本部通訳センターからも参加者があった。 
 
（2）職務関係者の研修	 

2010 年度は年 2 回の県内自治体の担当者向けの研修のうち 1 回で外国人支援のテーマ
を取り上げた。研修の事前アンケートを実施したところ、市町の窓口にはたくさんの外国

人 DV被害者が相談に来ており、年々増加していることがわかった。また、意思疎通や文
化の違いによる困難、制度上の問題、専門知識を持った通訳の確保に困っていることなど

の課題が明らかになった。研修内容は、外国人支援に必要な基礎知識、民間団体の紹介、

事例検討だった。通達、多言語資料、外国人支援窓口の情報などを資料として配付した。

研修によって、通訳者を紹介してほしいという連絡や、対応についての質問などもセンタ

ーに寄せられるようになった。 
 
（3）マニュアル	 

実際にケースに関わってみて、外国人 DV被害者への支援は専門性が必要であることを
身をもって感じ、多言語情報などについても、すぐに使える状態で整理されていないこと

がわかった。 
	 研修後に、外国人支援の基礎知識も整理して『DV 相談マニュアル』を 2011 年 3 月に
作成した。マニュアル作成により、助言もしやすくなった。問い合わせがあったときにマ

ニュアルの○ページの通り、と説明しやすくなる。マニュアルとして残されていることで、

それが対応のスタンダードになり、底上げがしやすくなると思う。 
 
	 研修やマニュアルを通じて、外国人支援を怖がらないでほしいという思い、市町村にも
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適切な通訳をつけないことは二次被害につながるという意識、無償で通訳をしてくれる

NGO もあるが予算措置をすべきことなどを強調してきたので、時間はかかるが少しずつ
変わっていくと思う。 
 
2	 ネットワーク	 	 

兵庫県には外国人 DV被害者支援の実績のある民間団体が多く、特に基本計画作成にあ
たって、いろいろと意見を出してもらった。通訳派遣などを通じても信頼できる関係作り

ができている。また、日ごろ外国人支援について困ったときは、兵庫県国際交流協会（HIA）
の専門的知識の豊富な相談員から技術的な助言を受けており、ほかにも通訳者が確保でき

なかった緊急時等に通訳を依頼することもある。阪神・淡路大震災以降 GONGOという公
的機関（GO）と NGOのネットワークがあり、センターも 2年ほど前から参加している。
社会資源の情報を提供してもらうこともあるし、民間からの意見で制度の運用面での問題

点に気づかされることもある。阪神間は特に団体が多いという事情もあり、急な通訳依頼

にも対応してもらえるなど民間団体の力を感じている。ただ、通訳に関しては、レベルや

資質に個人差がある。DV専門通訳研修にはできるだけ参加して専門性を高めてほしい。 
 
入管や警察とのネットワークもできている。在留特別許可の手続きで同行した際にも本

人陳述の補完や配偶者暴力相談支援センターとしての意見陳述の機会を与えられた。県警

本部とも必要に応じて連携しており、警察と福祉との連携がうまくいかないときはセンタ

ーから県警本部を通して助言してもらう（在留期限切れの被害者を逮捕すると言われたと

きなど）。 
 
3	 外国人支援における課題	 

潜在的な外国人 DV被害者への働きかけが難しい。10言語でリーフレットを作成して今
後効果が現れることを期待している。 

 
生活保護の運用について、課題が多い。オーバーステイの被害者の場合、生活保護が適

用できず、行き場のめどが立たないケースがある。人道的に必要な人には在留資格にかか

わらず保護を適用できる方針を国が出してくれればよいと思う。また、生活保護について

登録地か現在地かの実施責任で自治体同士の話し合いに時間がかかり本人に負担をかける

ことがある。 
 
多言語資料に関しては、必要と思われるものはたくさんあるが、財源も限られた中で作

成できるものは限られている。また、各都道府県で重複する内容の物を作成するのももっ

たいない。保護命令申立書、主要国の離婚手続きの説明、チェックリストなどを多言語で

国が作成してインターネットでダウンロードできるようにしてほしい。インターネット上

にあると見つかりやすく、市町村から問い合わせがあっても紹介しやすい。 
 
外国人だと怖がらずに支援してほしいという思いはある。経験がないと不安を支援者自

身が不安を感じるのは当然だが、苦手意識があると、「自分は受け入れられていない」と相
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手に感じさせてしまう。 
	 外国人に関しては特に複雑なので、できれば、情報収集や整理をし、問い合わせがあっ

たら情報を取り出せるようにして、市町村からの情報もセンターに集約し、現場にフィー

ドバックしながら今後もスキルを上げる工夫をしていきたい。 
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【鳥取県】外国人登録者少数県の取組み  
――県子育て支援総室へのインタビューから  

 
	 アンケート調査の結果、鳥取県では厚生労働省の通訳研修補助制度ができる以前から、

DV 専門の通訳研修を実施し、独自の通訳制度を設けていることがわかった。鳥取県の外
国人登録者数は平成 22年末現在 4144人で、全国で 3番目に外国人が少ない都道府県であ
る。外国籍人口比は約 0.7％で全国の外国籍人口比約 1.7％を大きく下回る。通訳研修につ
いては、「外国人ケースが少ないので研修や通訳制度は不要」と考える都道府県もある中、

外国人少数県の鳥取県が先進的な取組みを進める背景を探るべく、県子育て支援総室担当

者にインタビュー調査を実施した。 
 
1	 鳥取県の外国人 DV 被害者支援施策	 	 

「外国人 DV被害者支援員養成事業」として、平成 18年度、20年度、22年度に各 1回
研修を実施している。平成 18年度、20年度は各 2日間、22年度は 1日での実施で、DV
に関する知識、外国人被害者支援に関わる知識と心構え、ロールプレイなどを含む内容で

あった。現在通訳登録者は 9名で、昨年度の利用実績は 5回いずれも中国語である。 
 
配偶者暴力相談支援センターが通訳が必要だと認めた場合、支援員（通訳者）に連絡し

て日程調整している。通訳場面の範囲については、相談、支援場面の通訳ということで細

かく制限はしていない。通常の同行支援が必要と認められる場所（裁判所、ハローワーク

など）での通訳は可能で、保護命令申し立てだけでなく離婚調停などの通訳も必要があれ

ば認められる。公的機関だけでなく、民間シェルターも必要があれば県の登録通訳制度の

利用はできるが、現状では民間シェルターは独自で通訳を確保しているようである。 
 
通訳研修については、長時間になると受講者の負担になる、他の仕事との調整が困難な

どの状況もあり、日程の設定が悩ましい。研修実施にあたっては、配偶者暴力相談支援セ

ンター、男女共同参画関連部局にも呼びかけており、通訳者だけでなく相談員などの参加

もある。国際交流財団の登録通訳ボランティアにも呼びかけてもらっているが、参加者が

少ないのが課題である。利用件数も多くはないが、件数が少ないからこそ、研修で学んで

もらうことが必要だと考えている。 
 
また、特徴的な事業としては、民間シェルターへの通訳経費補助もある。平成 23 年度

予算は 13万円で、1回 1万円の補助、1ケースにつき利用は 5回までになっている。もと
もと、配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所）が通訳者を雇い上げると国庫の半額補

助がある。県も民間シェルターも同じような支援をしているのに、県に対しては通訳費用

の補助があり、民間シェルターには補助がないのでは、差が生じる。県内で同じレベルで

支援をするために、県で予算化して民間シェルターの通訳費用を補助することになった。

鳥取県は、民間シェルターに対する補助金メニューが非常に豊富で、シェルター家賃、シ

ェルター警備費用、同行支援経費、託児支援費など、県独自の補助を行っており、通訳費

用補助もその一つである。 
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2	 外国人支援施策の背景	 

	 これらの制度導入のきっかけとなったのは、平成 16 年の DV 防止法改正で各都道府県
が基本計画を策定することになったことである。全国で鳥取が一番に基本計画をつくろう

というのが、片山知事（当時）の考えであった。各種 DV施策を整理する中で、障がい者、
外国人への支援については、まだまだ底上げが必要であることがわかってきた。 

 
基本的には、特に外国人だからという意識ではなく、障がい者や外国人も、みな同じよ

うに支援を受けられないといけない、そのために必要なことをしていくという考え方であ

る。外国人の場合はまず通訳を整備しないと、どのような問題があるかも把握できないの

で、通訳制度から取り組むことになった。 
 
ボランティアではなく報酬を伴う通訳制度を導入するにあたって、特に反対や困難はな

かった。担当課も実際に外国人支援をしている民間団体の現場を訪問して必要性があるこ

とを感じて制度を作った。DV 被害者の方は加害者からコントロールされて、普通ではな
い心境になっている。そのような DV被害者の特性や DVの背景を理解しないと、きちん
と通訳はできないと思うので、DV専門の通訳研修は必要だと考えている。 
 
新しい制度を導入しやすい背景として、鳥取県では福祉専門職採用を行っていることが

あげられる。配偶者暴力相談支援センターなどの現場にも県庁にも福祉専門職がいるため、

現場の困っている声が県庁に届きやすく、県の担当部署が財政やトップに説明しやすい体

制にもなっている。専門職として福祉の現場と県庁を異動する中で、県庁で新しい制度を

作って、現場に出て自分たちの作った制度を使い見直すこともでき、県庁にいても現場が

困らないようにしようという意識は高くなる。 
 

3	 外国人支援の課題	 

	 通訳研修については、対象者が少ないため、2 年に 1 度しか研修ができていない。1 県
ではなく周辺の県と一緒に研修実施することも必要ではないかと思う。ただ、通訳者の中

には交通費の負担が厳しい方もおられるので、研修実施の際に交通費や日当の支給も検討

する必要がある。 
 
	 外国人は文化的な違いなどから暴力を受けることもあると思われる。被害者支援を充実

させることももちろん必要だが、DV 被害者を作らないようにする「川上対策」も必要。
被害者の身近な相談先となり公的支援につなげていくことができる「生活アドバイザー」

の検討が基本計画に今後の取組みとしてあげられているが、具体的には進んでいない。 
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【愛知県】民間支援組織から見た県の DV被害者支援  
 
かけこみ女性センターあいち（かけこみあいち）は、1996年東海地方では初めて設立さ

れた、DV 被害女性の相談から緊急一時保護、生活再建・自立支援までを一貫して担う民
間シェルターである。DV 防止法が施行された 2001 年、愛知県内の民間 DV 関連 4 団体
で DVサポートネットワークが発足し、かけこみあいちもその一員として、行政、主に愛
知県に対する申入れ、懇談などを行い、外国人 DV被害者についての要請も欠かさず行っ
てきた。愛知県は「世界のトヨタ」の本拠地をかかえ、外国人登録者数および日本人人口

一人あたりの外国人人口の比率が 2009 年末現在、東京に次いで全国第 2 位である。そし
て、今回の DV施策のアンケート結果で見る一時保護数もまた、2007年から 2009年の 3
年間、各年外国人が 60 人を上回り全国第 2 位である。この間愛知県とかかわる中で見え
てきた外国人支援について取り上げてみたい。 
 
1	 愛知県の DV施策	 
愛知県は、県下約 30 機関が参加する DV 被害者保護支援ネットワーク会議を毎年開催

しているが、これに加えて別途、毎回テーマを変えて年に 2回持たれるワーキンググルー
プ会議では、昨年「外国籍」がテーマとなった。そのとき県の女性相談センター（一時保

護所）が配布した資料によると、2009 年度の一時保護 369 人のうち外国人は、18％にあ
たる 67人。そのうち 55人が DVによる保護、国籍はフィリピン 43人、韓国 8人、中国
6 人、ブラジル 5 人、ペルー2 人、インドネシア、メキシコ、ウガンダが各 1 人となって
いる。また、この女性相談センターには、一時保護対応の通訳が 6 言語、7 人登録されて
おり、2009年 1年間の利用状況をみると、タガログ語 33回、スペイン語 10回、中国語 9
回、ポルトガル語 9回である。登録言語には、この他にタイ語とインドネシア語が入って
いる。通訳は一時保護所に常駐しているわけでなく、制度や手続きの説明をするとき、当

事者の重要な意思確認をするときなどに入ってもらうという。法施行前の専属通訳がいな

かったときには、エスニック・コミュニティのメンバーが要請をうけてボランティアとし

てかけつけていたことを思うと、この外国人対応の変化には目をみはるものがある。 
 

2	 外国人対応の課題	 

DV 防止法の制定により、それ以前に比べれば、外国人 DV 被害者も容易に公的相談窓
口にアクセスできるようになり、また民間の支援団体での相談から公的な施設につながり

一時保護となるケースが圧倒的に多くなった。しかし、一方では、公的な一時保護所の情

報をもたないまま保護されることで、移住（外国人）女性たちが夫からの暴力で家庭内や

地域からも孤立し、公的保護所でさらに孤立することも少なくない。日本の制度や法律の

知識に乏しい移住女性の場合、安全確保を強調するあまり、携帯電話の使用を禁止され、

娘や孫を心配する自国の親や、日本在住でこれまで力になってくれた同国出身の数少ない

友人、知人からの連絡を絶たれ不安にかられることが多い。また、官・民の協働がさけば

れながら、民間が公的保護につないだ後の被害者の支援について官が民に報告することは

ない。愛知県は、今回の DV調査で、職務関係者に対する「外国人 DV被害者への対応」
研修は行っていないと回答し、その理由は「行う理由が特にないため」、厚生労働省実施の
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「人身取引被害者及び外国人 DV被害者を支援する専門通訳者要請研修事業」については、
「すでに通訳を配置ずみだから」として、「知っているが、この制度を将来利用する予定が

ない」と答えている。しかし、言葉を置き換えるだけの通訳では、ときとして二次被害さ

え招きかねない。当事者の文化的、宗教的背景やお国事情を理解した上でのきめ細かい支

援が通訳には求められると思う。 
 

3	 全国に先がけた多文化ソーシャルワーカー養成講座	 

2006年から全国に先がけて、愛知県では多文化ソーシャルワーカー養成講座が開講され、
今年度第６期目となる。すでに講座を終了したソーシャルワーカーは 100人近い。第１期
生が巣立った翌年の 2007 年からは、そのソーシャルワーカーによる個別支援が、愛知県
国際交流協会の中の「多文化共生センター」で始まっている。発足当時はポルトガル語と

タガログ語が堪能なワーカーがこの個別支援にあたっていた。タガログ語での相談には多

くのフィリピン人女性から DVケースが持ち込まれた。ところが、タガログ語での相談が
多すぎて他の言語とのバランスがとれない、また、「離婚や借金などの利害関係が伴うもの」

は多文化共生事業にはそぐわないと、2010年からは、タガログ語の対応はなくなった。そ
の後、他の言語での DV相談が寄せられているとは聞いていない。 

 
4	 名古屋市の外国人 DV施策	 
名古屋市は、2007 年に配偶者暴力相談支援センターを設置、2009 年、基本計画を策定

しているが、それに先立つ 2006年 6月、市内 16の区役所に「女性福祉相談員」を配し、
DV を始めとする女性からの相談にあたっている。名古屋市のフィリピン人登録者数は
7,378人（2009年末）だが、うち約 1,000人が集住する中区の女性福祉相談員のもとには
フィリピン女性からの相談が絶えない。DVに特化した通訳派遣制度もあるが、2011年 5
月からは、同区に事務所を置く FMC（フィリピン人移住者センター）のスタッフが毎週 1
回、タガログ語の通訳兼ソーシャルワーカーとして待機し、女性福祉相談員とともにフィ

リピン女性の相談にのっている。中区以外にはまだこの対応はない。 
 

5	 自治体に対する要望	 

愛知県は今回の調査結果でも、他の地域に比べ多くの多文化共生施策を持ち、モデル地

域となっている。先駆的な多文化ソーシャルワーカー養成講座や一時保護における通訳制

度がそうだ。かけこみあいちは、愛知県と緊急一時保護委託契約を結び、外国籍を含む多

くの被害女性たちを引き受けてきたが、ここ 3年ほど、委託契約は更新されながら、委託
自体が皆無の状態が続いている。外国人被害者が 1 日 1500 円の利用料と生活費を自己負
担するのは難しく、シェルター利用は激減した。しかし、外国人支援においては、かけこ

みあいちも民間団体として情報を蓄積し、支援のネットワークを持っている。そういった

ノウハウは是非とも保護委託事業で活用してほしい。 
 
DVの相談窓口は、今回の調査でも自治体によって差があることがわかったが、DVや子

どもの虐待などのように生命の危険をともなうような事案は、多文化共生の情報カウンタ

ーのような「よろず相談」的な窓口で扱うには安全面からも限界がある。早急に専用窓口
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が創設されるべきである。多文化ソーシャルワークの研修を受けた職員や通訳が相談にあ

たるなど、これまでの施策をより効果的に運用して、よりよい支援体制を築いてほしい。 
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Ⅱ	 政策提言  
 

3章	 孤立する DV被害者の早期発見と関係機関の連携  
 
今回の調査では、都道府県単位では外国人 DV被害者の相談件数は総件数に対して少な

かった。しかし日本人女性からの相談件数が急増している事実からすると、移住（外国人）

女性には情報がいきわたっていないがゆえ、件数が増えないのではないかと思われる。と

いうのも現場での相談活動や、一時保護の総件数に対する外国人女性の保護割合の大きさ

から考えると、都道府県で受け付けられている相談件数が少ないからである。これは、外

国人 DV被害者に対する相談窓口を通じた支援体制が機能していないために、一時保護と
いう事態にならないと、支援につながっていない現状を示している。実際、必要があって

も県の相談窓口に相談に行かずに、身近な民間支援組織、福祉事務所の生活相談、国際交

流協会などに行っている移住女性が少なくないと思われる。あるいは DVの相談窓口が日
本語でしか対応していなかったり、外国人の利用統計をとっていないために、移住女性か

らの相談としてカウントされていない可能性もある。 
また一時保護に占める外国人女性の割合も、自治体によって 0%から 20%と大きな差が

あることは、一時保護自体も十分機能していない自治体があることを示唆している。第 8
章の地方都市の例が示すように、移住女性は国際結婚により、全国各地の農山漁村部にも

居住している。しかし結婚による定住は、移住女性を孤立させがちである。日本人家族の

一員となることで、移住女性は、同国人コミュニティはもちろん、支援者とのつながりか

らも切断されてしまうことがあるからである。 
	 したがって都道府県の窓口で受け付ける外国人 DV被害者の相談件数の少なさ、あるい
は一時保護件数の少なさから、支援の必要がないと判断するのではなく、状況把握のため

の調査をし、外国人 DV 被害者に支援がいきわたるような対策が必要である。そもそも
DV 被害は、家庭内や親密な関係の間で起きることから外部からの発見が困難であること
は以前から指摘されており、それゆえ周囲の人が、DV 被害にいかに気付くかということ
が大切になる。特に外国人は、周囲から孤立しがちであり、下記に述べるような背景を理

解して支援にあたる必要がある。 
 
1	 移住女性の DV被害をめぐる背景と課題	 
	 移住女性の場合、本調査の回答でも指摘されていたように、日本人と比較して周囲から

孤立しがちである。具体的には、外国人 DV被害者の場合、下記のような背景や課題が、
DV被害を潜在化、深刻化させるおそれがある。 
（1）言葉の壁があり、情報にアクセスしにくい。 
（2）日本に親族などが少ないなど人間関係が限られている。地域社会との関係が一般に
希薄である。 
（3）法制度が分からない中で、在留資格を失うことをおそれ、公的機関や相談機関に相
談することを躊躇してしまう。 
（4）DV被害が、同国人コミュニティに知られることによって、そのコミュニティから排
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除されるということを恐れて、問題が潜在化する場合も少なくない。とりわけ同国人同士

のカップルの場合、より日本人社会との関係が希薄であり、同国人コミュニティが生活の

中で大きな位置を占めている。そうした中で同国人に保護を訴えると、コミュニティの中

ですぐに知られてしまい、行き場がなくなってしまう。また加害者がコミュニティに被害

者の悪口などを言いふらし、被害者がコミュニティから排除されてしまうということもあ

る。一方、日本人男性との国際結婚が多いフィリピン人女性の場合、日本人との結婚によ

って獲得した、コミュニティ内部や出身社会での社会的地位やプライドが失われることを

恐れてしまうことがある。 
（5）女性相談員や関係者が、移住女性の知識や文化的背景について十分に理解しておら
ず、被害者を傷つけ、結果として被害者支援どころか二次被害を引き起こすことがある。

また通訳など支援体制が十分確立されていない。もしくは、制度があっても女性相談員が

そうした制度を知らず、活用されない場合もある。 
 
2	 提言	 

（1）多言語情報の発信と活用	 

自治体独自の多言語情報の作成を行っているところは 34自治体あったが、その一方で、
国などが作成している多言語情報すら活用していないところも 14自治体あった。 低限、

国などが作成している多言語情報は十分に活用する必要がある。  
	 また、多言語情報を独自に作成していることは評価できるが、肝心なのはその情報が外

国人のところに届いているかどうかである。情報の流通・配布にあたっては、外国人施策

担当部署や国際交流協会と十分に連携をしながら行う必要がある。また自治体の外国人登

録窓口など確実に情報が伝わる手段を検討する必要がある。第 8章の福岡県のように、保
健師の自宅訪問時に多言語での支援情報を直接手渡すなど積極的なアウトリーチがあって

初めて支援につながる例もある。  
  
（2）通訳体制の確立	 

DV 相談について通訳体制が整備されている自治体も多くあるが、大抵の場合、まずは
日本語で対応し、必要に応じて通訳を手配するという方式をとっている自治体がほとんど

である。本来であれば、DV 相談窓口に多言語対応相談員を配置することが望ましいが、
財政などの問題から難しい面もある。外国人 DV被害者が、民間支援組織や福祉事務所、
国際交流協会の相談を利用しているのであれば、それらの機関の職員が、外国人 DV被害
者の通訳や対応に関する専門的な研修を受ける機会を設けることが積極的になされるべき

である。 
 
（3）外国人登録窓口の活用	 

	 日本に暮らす外国人は、外国人登録の義務があり、少なくとも正規の在留資格がある場

合は、外国人登録の窓口に来る。そのため外国人への情報提供の拠点として、外国人登録

窓口の活用が効果的であることが指摘されてきた。DV に関しても情報提供に留まらず、
不安や問題を抱えていないかなどの声かけを行うなど、外国人登録窓口において移住女性

のニーズをすくい上げ、被害の早期発見につなげられる体制の確立が求められる。 
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	 （4）子どもにつながる関係機関の連携：子育て支援、児童虐待防止支援、学校	 

	 子育てや児童虐待防止をめぐる支援現場においても、その枠組みを超えて、関係機関が

連携し、DV被害者の早期発見につとめることが期待される。 
	 子育て支援においては、移住女性と接する公的機関や専門家が、女性や子どもの様子の

変化や DV被害の早期発見に役割を果たしうる。たとえば妊産婦健診、新生児訪問、予防
接種などの機会や、各市町村に設置されている子育て支援センターは、女性や子どもの様

子を知ることができる場でもある。 
	 また要保護児童地域対策協議会を始めとする児童虐待防止につとめる機関との連携も求

められる。2007年に改定された児童虐待防止法においても、子どもの家庭における DVや
心身に有害な影響を及ぼしたり、著しい心理的外傷を与える言動も、児童虐待と定義され

たことも、こうした連携を後押しするものである。 
	 学校も、子どもの様子をきっかけに、家庭内での DV被害の早期発見の役割を果たしう
る。たとえばスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教育相談係の配置な

ど、教育相談体制の充実化が図られているが、そうした専門家に、DV についての知識や
背景をインプットし、連携を求めていくことが必要である。 
	 ただしこれら関係機関の連携による支援体制の確立は日本人に対してもまだ十分ではな

い。また上述のように、移住女性の DV被害には特有の背景がある。それゆえ、このよう
な体制づくりに加え、多文化ソーシャルワークの推進が求められる。（6章参照） 

 
（5）外国人コミュニティとの連携	 

	 公的機関の連携も必要であるが、移住女性の生活においては、上述のように、同国人コ

ミュニティや友人関係が大きな位置づけをもっている。実際、DV の相談窓口には被害者
本人ではなく、知人や友人が相談してくることは珍しくない。また知人や友人がまず保護

し、市役所などに同行し、通訳などのサポートをすることも多い。そのため、こうした外

国人コミュニティとの連携もはかっていく必要がある。まずは、コミュニティに DVの実
態、保護施策など情報提供をすすめる必要がある。 

 
（6）民間支援組織、国際交流協会などとの連携	 

	 今回の調査でも明らかになったように、自治体の DV担当や機関は、日常的には、外国
人に関する事業を全く行っていないところも少なくない。こうした担当や機関が、ゼロか

ら外国人を対象とした施策を始めることは現実的でないし、非効率である。そのため、外

国人に関わる団体や担当との連携の強化が必要である。国際交流協会に通訳委託をしてい

る自治体は少なくないが、DV という課題の専門性を認識した上で、外国人対応専門機関
との連携をさらにすすめる必要がある。NGO・NPO などの民間支援組織やより身近な居
場所となりえる日本語教室との連携も強化する必要がある。 
 
（7）入国管理局の対応をめぐって	 

	 移住女性の DV被害者の一時保護の割合が高い背景の一つには、日本人配偶者への従属
を強める在留資格の問題がある。こうした、移住女性の脆弱な位置をつくりだしている在
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留資格制度の改善が何よりも必要である。 
	 しかし逆に、入管の現場では、移住女性が、在留資格の更新などの口実に DVを使って
いるという意識が少なからずある。そのためか、これまでは窓口での情報提供にも消極的

だった。入管局の対応は「適正な在留管理」の名のもと、被害者保護という視点が欠けて

いるといえよう。しかし移住女性が、日本で安定した生活を送るためにも被害者保護の視

点の確立が必要である。窓口での情報提供や、DV 被害者の在留資格や在留期間の判断に
ついて柔軟な対応を行うことが求められる。 
 
（8）DV 相談についてのワンストップセンターの確立	 

外国人 DV被害者の場合、関係する行政機関が分散していることも、十分なサービスを
受けることができない原因の一つである。したがってそこに電話をすれば、あちこちに電

話をする必要がないような、DV 版のワンストップセンター（リソースセンター）の設置
も考えられる。DV 被害者の女性一般のワンストップセンターに、移住女性の対応を促す
方法があるだろう。 
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4章	 一時保護について	 
	 

	   本調査の回答の中でも、一時保護における課題として、言葉の問題や生活習慣、文化、
宗教の違いによる支援の困難さをあげている県が複数あった。また意思疎通の問題がある

ときに、それが言葉によるのか、それ以外の要因によるのかが分からないという指摘も複

数あった。さらに、言葉や文化、宗教の違いが、法的な課題や人間関係、子どもの養育な

どと絡まり合い、問題が複雑化しがちだという指摘もあった。こうした認識から、一時保

護を利用する移住（外国人）女性 DV被害者の通訳が、当該女性の出身国の言葉が分かる
だけでは不十分であることが指摘されていた。にもかかわらず、一時保護所での通訳者の

確保自体を困難としている県が複数見られるなど、現状では支援体制の未整備が目立つ。

緊急一時避難所は、宿泊サービスを提供するだけの場所ではない。滞在期間中に、女性た

ちが生活していく上での次の道筋を立てるための支援をする場所でもある。そのために支

援側は、単なる言葉の通訳対応だけでなく、その女性が抱えている問題を理解し、対応す

る上での制度も熟知している必要がある。 
外国人被害女性の一時保護支援には、具体的に以下の 3点の要素を兼ね備えている必要

がある。①母語で説明し、聞き取りをするといった母語対応ができること。②宗教・文化

に配慮すること。特に食事に関してこの配慮は重要である。③外国人に特有の法制度的背

景を理解していること。また、二次被害の危険性があるため、通訳者として留学生や男性

は避けるべきである。 
 
1	 安全な場所であることを伝える重要性（信頼関係の構築のために）	 

一時保護ではまず、施設でのきまりを 初に説明するところが多いが、重要なのは、食

事が何時か、などの情報ではない。そこがどんなに安全な場所かが分かるように、その女

性の国の言葉で伝える必要がある。「だいじょうぶ」と連呼されても、なにが大丈夫なのか

移住女性たちは分かっていない場合が多い。 
たとえばかつてある民間シェルターに警察から紹介されて来た移住女性がいた。しかし、

これから安心して外国人がいて生活できるシェルターに行ける、という説明が母語でなさ

れていなかった。そのためシェルターに到着して台所をかねた部屋で待たされていたとき

に、手伝っていた移住女性がそこにいた年配のスタッフを「ママさん」とよぶのを聞いて、

他の店に転売されたと思って、その場にあった包丁をとってスタッフに向けたことがある。

これは人身売買の被害者の例だが、DV 被害者にも共通する問題である。基本的な説明が
されていないと、女性たちはつねに不安の中で生活することになる。 
	 一時保護施設の職員には、避難してきた移住女性に、その人の母語ができる人がいるか

ら、自分の言葉で困っていることを伝えるように、簡易な日本語で説明することが求めら

れる。その後は、その女性の母語が出来る通訳が対応することで、保護された女性が抱え

ている問題を正確に理解することができる。母語でなければ、多くの人は細かい微妙なこ

とを説明することはできない。したがって、通訳する側も、当事者のことを本当に理解す

るだけの言語能力と制度に周知した専門性が必要となる。 
たとえば、「子どもが、日本語ができないから学校に行っても適応できない」などの訴え

の背景には、さまざまな問題が隠れていることがある。しかし日本語で細かいことが表現
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できないがゆえに、単に「子どもが学校に行っていない」、「勉強ができません」、としか表

現できないこともある。母語で細かく聞き取りをすることで、それまで暴力を受けていた

DV の環境、母親の精神的な不安定さの問題などが明らかになることもある。そこまで理
解しないと、その後の問題の解決につながらない。 
問題の解決に向けた道筋をつける上でも、 初に詳細に自分の状況を本人が母語で相談

でき、支援の内容も母語で理解することができた上で、はじめて支援者との信頼関係の構

築が可能となる。母語での説明がなく、支援者との信頼関係が構築されていないために、

支援体制はできているのに、本人はそもそも支援されていることが分かっておらず、不安

の中で過ごしていた例もある。生活保護などの複雑な制度についても、母語で説明する必

要がある。 
このように 初に聞き取りを母語で行えば、日常生活においては専門の通訳を介さずと

も簡単な日本語で意思疎通することができる。表現上、たとえば「所持金」を「お金」と

言いかえるなどで対応できることもある。ただし「簡単な日本語」とは、子ども扱いした

話し方ではないことは留意されなくてはならない。子ども扱いされることで、女性たちは

尊厳を傷つけられる。 
 
2	 外国人の法的社会的背景を理解した支援の必要性（法制度）	 

外国人女性は在留資格により制度的な制限があることが、日本人女性との 大の相違点

である。DV 被害者であれば、入管は手続き上の配慮をしているが、それを知らずに夫の
手助けがないと入管に行って手続きができないと思い、在留資格を喪失してしまう女性が

いる。 一時保護施設が移住女性の特殊事情に配慮しないがゆえの問題である。一度オーバ
ーステイになってしまうと、その後の手続きは複雑になる。どのような在留資格があるの

かを、一時保護施設は 初に確認しておく必要がある。 
日本人と結婚していてオーバーステイになっている場合、どういう状況でそうなったの

かが明らかになれば勾留されることはない。また子どもがいるか、その子どもが日本国籍

かどうかで、対応がまったく異なってくる。しかし婦人相談所の中には、ケースワークに

立ち入らないで、保護（食事など）に徹し、オーバーステイしていれば入管に任せてしま

うところもある。しかし大使館に行くなどして、身分証明書をとりよせるなどの手続きを

すすめていかなければ、現実には次のステップに進めない。日本国籍の子どもがいるなど

で何らかの在留資格を得られる可能性があれば、生活保護を受給してアパートに入れるが、

子どもも母親もオーバーステイの場合、手続きは複雑になる。入管制度を熟知した支援が

求められる。 
 
3	 一時保護期間中に生活の安定に向けたケースワークを行う必要性	 

福祉がどのように使えるかによって、その後の当事者の生活の安定が変わってくる。あ

る民間シェルターの例では、1 年以上滞在した母子もいる。離婚が成立せず、子どもの親
権もとることができず、女性に在留資格が付与されなければ、生活保護の受給ができない

ため、シェルターに長期的にとどまらざるをえなかったのである。 
法律に外国籍や障がい者に対する保護が明記され、オーバーステイでも一時保護委託が

可能であることから、1年間にわたって委託費を負担した自治体もあった。しかしながら、
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在留資格がなく，生活保護の受給のめどがたたないために一時保護の手前で支援がストッ

プしてしまうケースも未だに少なくない。DV 被害者であるがゆえに保護する必要がある
女性については、生活保護、あるいは他の福祉制度の適用を認めるなど、自治体による柔

軟な対応が求められる。 
一時保護期間は通常 2週間だが、移住女性の場合には、在留資格や離婚などの行政手続
きにあたっても本国の行政機関と連絡をとる必要があり、日本人の場合に比べてもより時

間がかかる。したがって 2週間を超えてケースワークを地域で継続していく体制が必要で
ある。このような場合、ケースワークの蓄積をもつ民間団体をもっと活用すべきである。 
 
４	 長期にわたる支援の継続のために  
一時保護施設を出た後にも自立して生活できるようになるまでは、移住女性が地域で孤

立しないように、支援者と一時保護期間中に連絡できるような支援体制が必要である。緊

急シェルターから一度出た人に連絡することについては、現状では厳しい制限がある。し

かし移住女性の場合は日本に家族がいないなど、支援の環境がきわめて限られているため、

いったん一時保護施設を出た人でも電話での相談や、再び訪ねてくることを許可すること

が認められてもよい。そうしないと、再び夫のもとに戻ってしまったり、困難な状況を抱

え込んでしまったりすることになる。 
このように支援は長期に渡るため、同伴の子どもの就学の問題も含めた離婚手続きに始

まる生活再建は、ステップハウスや母子生活支援施設で生活している間や、生活保護で民

間アパートに移ってから、移住女性の事情を理解するワーカーの定期的な訪問を受けるな

ど、長期的に継続していく体制が必要である。 
支援が長期にわたる場合、問題は通訳者の確保では解決されない。長期にわたる被害者

の自立支援のためには、相談から一時保護、自立支援までを一貫してコーディネートでき

る外国人被害者支援のための専門施設が必要と考える。現在、外国人被害女性を受け入れ

るシェルターやステップハウスなどの専門施設が民間にいくつかあるが、これらの実践を

モデルとして、国や自治体の協力による専門施設を、全国のいくつかの拠点に設置するこ

とが望まれる。 
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5章	 支援者への研修と待遇改善  
 
1	 職務関係者研修と対応マニュアル	 

	 	 今回の調査によると、「外国人 DV被害者への対応」などに関する職務関係者研修を過
去に実施しているのは、14都道府県および 2政令指定都市のみにとどまっている。また、
実施されている自治体の研修内容を見てみると、概ね年に１回の、移住（外国人）女性

支援について法制度についての知識や対応上の留意点についての講習が主であり、十分

な研修が実施されているとは言えない。 
    また、研修を実施しない理由として、外国人からの相談や保護件数が少ないことを理
由に「行う必要がない」、他の事業との兼ね合いから「予算措置が難しい」、などの回答

が多く見られた。しかし、DV防止法第 23条 1項に、職務関係者は被害者の国籍を問わ
ずその人権を尊重すべきこと、2 項に研修啓発が規定されていることからも、外国人の
件数の多寡に関わらず、移住女性支援に関する研修を実施する必要がある。移住女性の

支援については、その特有の文化・社会的背景事情への理解や、法制度の知識をもった

対応（後述の多文化ソーシャルワークを参照）が必要とされ、心得や知識不足が二次被

害の要因となる場合が多くある。たとえば、被害女性の中には、DV 被害を訴えたとき
に支援機関の職員から、「どうしてそんな人と結婚したの？（日本に来たいから安易に結

婚したのではないか？という疑いを含む）」「どうして、そんなひどい暴力を我慢してい

たの？」と言われ、傷ついた経験をもつ者が少なくない。また、日本に残りたいと訴え

ても、「母子で日本で暮らしていくのは大変ですよ。帰国して親元に帰ったほうがいいの

では…」と職員から言われ、心が開けなくなってしまった、という女性の声も多い。ま
た、多くの支援現場で、被害者が外国人であっても日本語が大体通じるので通訳は必要

ない、といった認識が見られる。こうした二次被害を避けるためには、関係者への研修

が必須である。 
	 	 また、移住女性への対応については細かい法制度に関する知識も必要とされるため、

研修と同時に、独自のマニュアルを作成するなどして、対応方法を関係機関に周知徹底

することが望ましい。担当者が変わっても対応のノウハウが蓄積できる他、対応の指針

を示すことで、現場での対応が全体として底上げされる。また、研修やマニュアル作成

に、民間団体の力を活用することで、現場レベルでのつながりが強化される。このよう

な研修・マニュアル作成ができない場合にも、 低限、内閣府が作成したマニュアルを

活用して対応にあたるべきである。 
	   
2	 DV専門通訳と通訳者研修	 
（1）DV被害者支援専門通訳について	 
	 DV 被害者の相談、支援の現場においては、被害者の安心につながり、意志決定の基本
となることから、適切な通訳の確保は非常に重要なポイントである。今回の調査でも、多

くの自治体が通訳者の確保については課題と感じているものの、人材の確保や研修につい

ては、十分な対応がなされておらず、今後もその予定がないとしていた。回答のなかでも、

一県だけではニーズも少なく対応できないから専門的な通訳を置かないという答えが複数

みられた。そうであれば、広域で通訳を確保するなどの方法も検討されるべきであろう。
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移住女性は国際結婚によって人口の少ない農村部にも居住している。DV は命にかかわる
問題であり、ニーズの多寡にかかわらず、通訳支援が保障されなくてはならない。 
	 通訳は、語学力だけがあればできるものではなく、通訳技術、背景知識、その場面に適

切な倫理観・態度が必要とされる。DV 被害者支援においては、日本語と外国語を漏れな
く迅速に置き換える通訳技術、DV 防止法や、支援の流れ、各種福祉制度、在留資格など
についての知識が必要とされる。倫理・態度面では、安全に配慮した守秘などは当然であ

るが、さらに DV被害者を安心させられる傾聴・共感のスキル、被害者を傷つけないジェ
ンダー観や家族観、対人援助者としての資質（クライアントの自己決定を尊重し、適切な

距離感を保ち、セルフケアのできることなど）が必要とされる。通訳者としての立場では、

勝手にアドバイスすることは原則許されないが、必要に応じて制度について補足説明を加

えたり、文化的背景を支援者に説明したりする場合がある。このような点で、他の分野の

通訳とは求められる態度が大きく異なるため、通訳経験のある通訳者でも、DV 被害者支
援専門通訳としての研修は必要であり、ジェンダー観、家族観、人権意識といった単発の

研修での可塑性が低い点については、研修や試験を通じて適切な通訳者を選抜する視点を

持つことも必要である。医療通訳とは倫理面が比較的近いため、医療通訳制度がある都道

府県においては、医療通訳登録者の中から DV通訳研修を受講してもらうことも有効であ
る。 
	 また、被害者の友人、知人が通訳者として同行するケースでは、本当に本人の発言がも

れなく訳されているか、同行者の意見が入り込んでいないか、相談員の話す内容を理解し

て訳されているか、被害者が安心して話せる関係なのか（上下関係、加害者に情報が漏れ

る可能性）などのチェックが必要である。被害者の子どもが日本語が堪能であるケースは

多いが、子どもに DV関連の通訳をさせることは、心理的な児童虐待にあたるおそれもあ
り、通訳能力も不適切であることが多いため避けるべきである。 
	   
（2）通訳者研修	 

	 厚生労働省の「人身取引被害者及び外国人 DV被害者を支援する専門通訳者養成事業」
については、現状では利用がきわめて少ない。その理由についての回答からは、利用者が

少ないがゆえに常時専門の通訳を用意する必要はない、という認識が多く見られた。また、

担当課に研修実施の余力がないこと、適切な講師が見つからないことなどの理由もあげら

れていた。 
しかしながら、上述のように、ニーズの多寡にかかわらず、DV 被害者支援にかかわる

専門的な通訳の養成と確保は必須であることから、通訳者の確保や研修については、DV
担当部署のみでの対応が困難であったとしても外国人施策担当部署や国際交流協会などと

連携し、効果的な人材の確保や研修の実施を進めていく必要がある。またひとつの都道府

県では研修の実施が難しい場合、いくつかの自治体が協働で実施できるようにするなど、

制度においても柔軟な運用が認められるべきである。一方、市町村でも DV相談機能を持
つところは多く、政令指定都市では DVセンターを設置している都市もある。制度が都道
府県だけでなく市町村でも利用できるようにするなど、現行の制度の柔軟な運用が検討さ

れるべきであろう。 
	 また、広域にわたる通訳者の確保や養成を可能とするために、国が民間に通訳者研修を
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委託するなどの事業も新たに検討されるべきである。 
	 通訳研修の内容としては、DV の背景知識、被害者心理、在留資格、支援の流れなど、
知識をインプットするだけでなく、ロールプレイやケーススタディで受講者のパフォーマ

ンスを見ること、必要に応じて試験をすることが望ましい。また、通訳者への配慮の必要

性、通訳しやすい環境づくりなどの関係者への研修も必要である。特に、タガログ語やタ

イ語通訳などニーズに比べて通訳者の確保が難しい言語の場合、サバイバーを通訳者、多

文化ソーシャルワーカーとして育成することも望まれるが、通訳の正確性確保のために関

係者の努力も不可欠である。 
  
3	 支援者の待遇について	 

現在、DV被害者支援の 前線ではたらく婦人（女性）相談員は、「婦人相談員は、非常

勤とする」（売春防止法 35条）によって、多くは有期雇用であり、好条件の福祉職に就く
ためのステップとして利用される場合もある。また DV担当課や関係機関に所属される正
規職員は数年でローテーションになることも多い。外国人ケースを経験する機会はおのず

と限られてしまうため、外国人ケースに詳しい相談員は非常に少なくなる。これを解決す

るには、働き続けられる待遇を整えることと同時に、婦人相談員と身分を保障された多文

化ソーシャルワーカーがチームとして支援する体制が求められる。 
現状では、多文化ソーシャルワーカーについて国レベルでの位置づけがないため、民間

支援団体が多文化ソーシャルワーカーの役割を担うことが多い。民間にはノウハウの蓄積

は多いが、団体の運営基盤が脆弱で民間の支援者は十分な待遇を保障されない場合も多い。 
	 また、通訳者については、上述のように高度な専門性が必要とされ、さらに加害者（場

合によっては精神疾患を持つ被害者からも）からの攻撃をうける危険性もあり、二次受傷

を生じる可能性もある内容であることをかんがみると、待遇はきわめて不十分である。今

回のアンケート調査では、通訳者の報酬などについては尋ねていないが、DV 専門の通訳
制度を持つ県の制度でも、1回 1万円、1回 5000円などであり、ビジネス分野などの通訳
の報酬水準と比較すると低めであるため、適性のある優秀な通訳者を確保しにくくなって

いる。また、通訳制度がない地域においては、NGO や個人がボランティアで通訳を担う
ケースもあり、さらにバーンアウトしやすい状況が生じている。緊急性、専門性、危険性

を考慮すると、警察通訳や法テラス通訳と同等の報酬と、安全確保の配慮（保険加入、通

訳者の個人情報の保護）の制度を整えることが、通訳者が継続しやすい環境につながると

思われる。 
	 日本は国連女性差別撤廃委員会から、「移民女性や社会的弱者グループの女性を含む女性

に質の高い支援サービスを提供し、それにより、女性が暴力または虐待を受ける関係に甘

んじる必要がないことを保証」するよう勧告を受けている。質の高い支援の前提として、

移住女性 DV被害者支援にかかわる支援者の待遇改善が切実に求められる。 
 
 
 



 34  

6章	 多文化ソーシャルワークの推進  
 
近年、移住者（外国人）の定住化の進展に伴い、直面する生活課題も多岐にわたり複雑

化していることから「多文化ソーシャルワーク」の必要性が高まっている。 
「多文化ソーシャルワーク」という言葉はまだ馴染みのない言葉かもしれない。多文化

ソーシャルワークとは単純に言ってしまえば、移住者を対象としたソーシャルワーク実践

である。ソーシャルワークの現場において、移住者との関わりは着実に増えているが、外

国人対応に関する知識の不足や通訳者などの社会資源が整っていないために対応に困難を

抱え、十分な対応ができていないのが実情である。 
ソーシャルワーク実践者のカルチュラル・コンピテンシー（文化的な差異に応じた対応

能力）の向上の必要性や通訳制度など外国人対応に必要な社会資源づくりが求められてい

るが、ここでは外国人 DV被害者保護の観点から多文化ソーシャルワークに求められる取
組みを考える。 

 
DV 被害者の保護にあたって、その被害者が移住（外国人）女性であった場合、当然な

がら、その対応に求められる知識や技術は多くなる。対応にあたる女性相談員は外国人対

応に必要な 低限の知識を備えている必要がある。つまりは在留資格に関する知識や地域

の外国人対応に利用可能な社会資源の活用方法である。在留資格の知識がないために、ま

たは、せっかく地域にある通訳制度などを知らないがために、適切な保護が実現されない

などが実際に起きている。 
また、知識だけでなく、移住者の文化的社会的な背景を十分に理解する必要もある。保

護をしたものの、その外国人被害者が十分な訴えができないことも多くある。また、文化

的な背景を理解していないことから「外国人はあまい」とか「国に帰ればいいのに」と女

性相談員が被害者に言ってしまうなどの二次被害がしばしば現場で起きている。こうした

ことが起きないように文化的社会的背景を理解した上での対応技術が必要である。 
さらに、通訳者や外国人相談窓口の相談員、同国人の友人、地域の日本語教室の学習支

援者、外国人支援団体の人など、外国人特有のフォーマル、インフォーマルの多様な社会

資源との連携をスムーズに行えるような技術も必要である。 
 
一方で、対応にあたって協力する通訳者や支援者の状況も多様であり、適切に通訳コー

ディネートできることは、多文化ソーシャルワーカーにとって欠かせない能力である。通

訳者の DV被害者保護についての仕組みや制度に関する知識が不足していることから、十
分な通訳ができないこともある。また、逆に、通常から外国人対応の経験が多く、女性相

談員よりも豊富な知識を備えた通訳者もいる。さらに、文化的社会的な背景を理解してお

り、通訳という役割を超え、被害者の声を聞きやすい、という場面も往々にしてある。個

人差はあるが、一般的には、外国語を母語とする通訳者の方が被害者に安心感を与えやす

く、日本特有の制度の細かい説明、感情や状況を専門家（裁判官など）に伝わりやすい表

現で訳す必要のある場面では日本語を母語とする通訳者の方が望ましい。このような特性

を把握しながらその場面ごとに、クライアントに 適な通訳者をコーディネートするきめ

細やかな配慮が必要とされるため、経験豊富な通訳者を多文化ソーシャルワーカーとして
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育成することも求められる。 
 
こうした被害者保護に携わる関係者の資質向上のみではない。移住女性は日本人女性よ

り孤立していることが多く、被害を訴えることがより困難である。さらに、在留資格を失

うことの恐れや同国人同士の結婚の場合などは、DV 被害を訴えることによりそのコミュ
ニティから排除されてしまうことの恐怖などもある。このような対象者の特性に応じたア

ウトリーチをしていくことも求められる。 
多文化ソーシャルワークの推進に求められるものは、被害者保護という個別の対応のみ

でなく、日頃から、関係機関、地域の移住者、移住者コミュニティ、外国人支援団体や日

本語教室など多様な人と機関の連携の輪を作り、強め、広めていくことである。 
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7章	 きめ細かな「自立支援」施策の確立を  
 
	 今回の調査では、移住（外国人）女性への施策の中でも、相談対応、一時保護対応、職

務関係者研修に焦点をあてた。今回、「自立支援」を主要な調査対象にしなかったのは、こ

れまで法律では自立支援の必要性が謳われながらも、国においても地方自治体においても、

「自立支援」施策は遅れており、実質的な取組みが目に見えていなかったためであった。 
 
	 しかし、DV 被害者支援の現場にいる者が、常日頃痛感するのはこの自立支援の重要性
である。「脱出してから後が本当の闘いだった」と多くのサバイバーが語るように、DV被
害を受けた女性たちが、生命の危険を逃れて避難したあと、心身の健康を回復して、本当

の意味で自立した生活を営んでいけるようになるまでには、長い時間と、経済・社会・精

神的な側面を含む、さまざまな支援が必要である。回復の時期に適切な支援がえられない

場合、再度加害者のもとに戻ってしまう被害女性も多い。 
 
	 外国人被害者の場合、この「自立支援」のニーズはさらに高い。シェルターを出て、ア

パートで母子の生活を始める被害女性は、暴力の後遺症による心身の不調に苦しみながら、

転居先の慣れない地域で、子どもの保育園や学校の手続き、仕事探しなどをこなしていか

なければならない。外国人被害女性の場合には、それに日本語のハンディ、生活保護など

の制度の理解の困難さなどのさらなる負荷が加わる。それまでにどんなに暴力に苦しめら

れていても、夫の元を出て母子となったときにふりかかってくる育児や仕事の負担の中で、

どうしようもない不安や孤独を感じて、夫のもとに戻ってしまう女性たちも多い。そのよ

うなときにどのような支援が有効なのだろうか？ 
 
	 フィリピン人の Aさんは、夫からの精神的な暴力や経済的暴力を経験し，恐怖の毎日の
中で元気だった自分がまったく別人のように変化していくことを感じていたが、次第に心

身の力を失い、逃げ出す力も失っていた。しかし、夫がいるときに障がいをもった子ども

がパニックになること、身体的な暴力などを契機に、決意して役所に相談、一時保護を受

けてアパートでの母子生活が始まった。生活保護を受けて子どもの保育園などの支援も受

けたものの、不自由な日本語でのコミュニケーションにも疲れ、まったく孤立した環境の

中で、その先自分一人で子どもを育てていくことに大きな不安を感じて、夫のもとに戻ら

ざるをえない状況に追いこまれていった。けれども戻れば同じように地獄のような生活が

待っていた。その後、民間の支援団体を知り、同国人のスタッフと母語で何度も相談をす

るうちに Aさんは再度夫と別れる決意をする。そして別居後、以前と同じように母子での
生活が始まった。しかし二度目の時、彼女は、母語で話せるスタッフのいる団体の近くに

アパートを借り、民間団体のスタッフによる自宅訪問支援や、自助グループ活動などに参

加しながら、子どもとの生活の基盤を少しずつ形成していった。１年ほど生活保護を受給

しながら日本語の勉強をし、その後、就労支援の制度を利用してヘルパー資格を取得、現

在はパートタイムの介護労働に就いている。障害を持つ子どもも、学校や児童相談所から

の支援も受け、民間支援団体の活動にも参加する中で、落ちついた成長の過程をたどって

いる。 
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	 DV被害者の「自立支援」は、経済的な自立に重きがおかれ、支援の中身が事実上、「住
まいの確保」や「就労支援」のみであるような場合も多い。しかし、上記 Aさんの例をは
じめ民間の支援経験から明らかなことは、DV 被害からの回復と「自立」のためには、自
尊心の回復や関係性の回復などがまずは必要であり、それがあって初めて、社会生活を営

んでいくための基盤が整い、経済的な自立にも向かっていけるということである。 
 
	 社会的にも孤立しがちな外国人 DV被害者の自立支援はきわめて重要でありながら、現
状は施策としての位置づけがほとんどなく、取組みはボランティアに任せられている状態

である。今後、重要な施策課題として位置づけ、民間団体などと連携の上に、母子家庭へ

の訪問などによる日常生活のさまざまな側面への支援、母語によるカウンセリング、グル

ープ活動支援などの他、日本語教育支援、子どもの育児・教育支援など、ニーズに応じた

きめ細かな外国人被害者への「自立支援」の取組みを推進していくことが必要である。 
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市町村別外国人登録者数 
グレーが女性の比率（2006 年調査） 

8章	 地方都市や農山漁村に住む女性の支援	 
――福岡県での取組みから	 

 
1	 移住（外国人）女性は、全国各地の周辺部にも散住	 

	 移住女性は、国際結婚などにより地方都市や農山漁村に散住しているが、そこでは都市

部と比較して女性たちは孤立しがちである。 
	 移住女性への DV の背景にある国際結婚の増加は、1980 年代後半の東北地方における
「農村花嫁」問題によって顕在化した。さすがに、自治体による「国際花嫁斡旋」はもは

や聞かれないが、高額のお見合いツアーを行う業者斡旋など、形態が多様化して国際結婚

は増加してきた。支援の現場から推測するに、男性移住者が留学生や労働者としておもに

都市部に集住する傾向があるのに対して、国際結婚などにより全国各地の農山漁村部に暮

らす移住女性も少なくない。 
「NPO法人女性エンパワーメントセンター福岡（以後エンパワー）」では、2006年に福

岡県と「NPO提案活用事業」として「県内外国人のための地域交流プロジェクト」を実施
した。プロジェクトの一環で市町村ごとの外国人登録者を調査した（地図参照）。その結果、

当時 69の市町村（現在 60市町村）において大学や企業の多い福岡市など北部は男女比が
ほぼ半々であるのに対して、県南部、特に県境に近い農山村部においては女性の比率が高

いことが明らかになった（北九州市など 6 自治体は性別のデータなし）。また、どんなに
小さな町村にも外国籍住民が在住していることもわかった。 
しかしながら、全国的に「国際化」が言われるようになって、すでに四半世紀が経過す

るが、実質的な生活レベルでの多文化共生や、移住者（外国人）が生活上抱える困難には

目が向けられていない。まして地方の小さな自治体は移住女性への関心も薄く、財政的に

も対応できないのが現状である。一方、地方に暮らす移住女性たちの環境は、家族の中で

はもちろん、村や町で外国人はたった一人というように、孤立化のリスクは高い。ある相

談者は「2年間母語で話していない。
頭痛、動悸、視力低下で病院に行っ

ているが治らない。苦しいので離婚

して帰国したい」という。コミュニ

ケーション不全や異文化ストレスで、

心身症や家族不和、DV など困難に
直面する移住女性は少なくない。自

分が言いたいことがいえない、人が

話していることがわからない、意味

不明の文字に囲まれていることなど、

どんなに不安で辛いことだろうか。 

以下では、地方に在住する移住女性の支援に目が向け

られることを願って福岡県での実践について報告したい。 
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2	 情報を届けること―保健師さんの新生児訪問	 

	 初に、昨年受けたフィリピン女性からの DV相談のケースを紹介したい。ある日県北
の A市に住むフィリピン女性 Aさんから、毎日のように暴力を受け怖い、夫は刺青があり
やくざ、と相談が入った。日本語はまったく通じず英語のできるスタッフが対応した。ど

うやって逃げるかの相談となったが、A さんは日本語を話さないので自分でタクシーを呼
ぶこともできず、こちらからタクシーでの迎えを依頼するにも自宅の住所が分からなかっ

た（外国人登録カードには住所が書いてあるが漢字のため読めない）。 寄りの駅やスーパ

ーを聞いても分からないとのこと。A さんと夫の名前と生年月日がわかったので、A 市の
DV担当課に相談し、本人を特定できた。何度も Aさんの意思を確認後、担当課は男性職
員を同行し Aさんの自宅に行き、無事に県の配偶者暴力相談センターに保護した。このケ
ースは、①多言語の情報と、②相談体制と、③A 市の積極的判断と行動の連携に加えて、
何よりも相談者は赤ちゃんが生まれたばかりで保健師さんが新生児訪問の折、エンパワー

の 10 言語リーフレットを持参し情報を届けたことが支援につながった。移住女性に情報
を届けるのは難しい。訪問や健診、母子手帳配布時や外国人登録の窓口などを通じて手渡

し・アウトリーチで情報を届けることがなければ、母子の命が危険にさらされていたかも

しれない。 
 

3	 二次被害と地方相談員の研修の必要性	 

2人の幼児と共にシェルターを利用した Bさんは、子どもが引き取れないと思って夫の
精神的身体的暴力に耐えてきた。地元の B市の DV担当相談員に相談したら、外国人だか
ら「子どもの親権はとれない。離婚したら国に帰らなくてはならない」と言われて絶望し

たという。エンパワーでの相談で涙を流して「本当に子どもの親権をもらえるのか？」「日

本で暮らせるのか？」と何度も確かめた。 
DV 防止法が国籍や在留資格の有無にかかわらず適用されることや移住女性の法的地位

や社会保障について知識がなかったり移住女性の相談に対して消極的な姿勢は、せっかく

相談に辿り着いた移住女性を DV下に止まらせるなど深刻な二次被害を与えることになる。
どんなに移住女性の相談件数が少なくとも、地方の相談員に対しても研修が必要なゆえん

である。 

 

4	 地方に託児付の日本語教室を	 

	 2000年代になると、日本語教室の開設が、30教室以上を擁する福岡市をはじめとして、
北九州市や筑紫地区など都市圏部に見られるようになった。しかし、県内を見渡すと中堅

の市町村では、久留米市や大牟田市、飯塚市などに存在するのみであった。エンパワーで

は、2007 年に柳川市と田川市に日本語教室を開設し、2008 年からは（財）福岡県国際交
流センターとの協働で朝倉市と八女市とうきは市、2009 年中間市と宗像市、2010 年糸島
市と、福岡県内の未開設地に 8教室を開設した。これらの教室では、子連れで参加できる
ように託児付としている。 
	 日本語教室の役割ははかりしれない。日本で生きていく力となる日本語を学ぶことに加

えて、人とのつながりの場となる。「教室に来て初めて友達ができた」「母国語で話せたと

涙を流して喜ばれる」など、教室ボランティアから報告が相次ぐ。地方に住む移住女性は
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母語が通じる人と出会うチャンスが少なく孤立しやすい。日本語教室は移住女性にとって

何よりもメンタルサポートの場となる。また、日本語習得においても通常「聞く話す」は

年月と共に習得されるが「読み書き」は日本語教室に来ていないとなかなか習得されない。 
DV施策にとっては、防止と発見、相談へのアクセスの場となる。 
市町村行政にとっても日本語教室は、地域住民にとって楽しいボランティア・交流の場

となり、費用対効果は大きい。まずは取り掛かっていただきたい。 
	  
5	 移住女性のエンパワーメント―勉強会と相談・サポート体制および外国語教室	 

	 移住女性の支援としては、①多言語での情報提供、②多言語での相談、通訳、付き添い

③地域での日本語教室のシステムが も必要性が高い。 
ちなみに DVについて多言語での情報提供は、内閣府のホームページに日本語の他、英

語、スペイン語、タイ語、タガログ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語 8言語
で提供されているので活用してほしい。 
エンパワーでは、現在日本語の他、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タイ語、ポル

トガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、ロシア語の 10 言語での相談が可
能である。2011 年度からは、ラオス語、マレー語、フランス語も追加し、メールと FAX
でも対応する予定である。約 15 名の移住女性による多言語サポーターにより、多言語ホ
ットラインが可能になった。多言語サポーターは毎月一回を全言語相談日として集まり、

通訳や支援についての勉強会を行っている。また、エンパワーが主宰する外国語教室（8
言語）の講師や、依頼された通訳や多文化講師として活躍している。 

 
6	 地方の市町村への提言	 

地方に住む移住女性たちのほとんどが出産、子育て、永住を期待されているが、それを

実現する上で必要な何らの支援も受けることができていない。ある相談者が、帰り際に別

件で「これはなんだろう」と見せたのは小学校の就学前健診の通知で、期日は過ぎていた。

乳幼児健診やセミナーなどの開催そのものが移住女性に伝わらず、たとえ参加しても意味

が分からなかったと聞く。子育て支援や教育、社会保障にアクセスできずにいる移住女性

は少なくない。DV 防止のためには、普段から移住女性のエンパワーメントに取り組むこ
とが必要である。地方自治体としても、以下の施策を関係機関に働きかけ実施していただ

きたい。 
① 多言語での情報提供：独自製作または（財）母子衛生研究会の母子手帳（8言語）な
ど既存の多言語情報誌を活用する。確実に当事者に届くように外国人登録窓口など

で手渡し、配布する。 
② ウエルカム交流説明会：年に 1回程度、言語別のテーブルで通訳者をつけて地域や行
政について説明や質疑応答、ティ交流。目的は母語で話せる人と知り合うこと。 

③ 日本語教室の開設：②の説明会や日本語教室は町村の場合近隣と合同開設もよい。 
④ 多言語での相談と通訳、支援：できるだけ多くの言語対応ができるように工夫する。

電話、FAX、メールでの相談は、全国どこからでも可能である。かつ町村ではかな
り困難なので、国または都道府県レベルで実施されるように働きかけること。 
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9章	 移住（外国人）女性 DV被害者支援センターの設置	 
 
１	 自治体における被害者支援の現状と限界	 

	 本調査により明らかになった各地方自治体における移住（外国人）女性に対する DV施
策と支援の取組みの現状の全体を振り返って、ここでは国の施策への提案を行いたい。 
	 自治体によっては、民間との連携や独自のシステムの構築などにより移住女性支援のた

めの先駆的な取組みをしている地域もある。しかし、多くの自治体で、人的資源や予算な

どの制約から、移住女性被害者支援に必要な多言語対応、社会文化的背景への配慮、外国

人特有の法制度知識などを含む多文化ソーシャルワークの体制を個々に整備することには

大きな限界がある。 
	 各自治体レベルでの支援体制の困難や限界を、いくつか個別にあげてみたい。たとえば、

多言語での相談や一時保護体制の整備が難しい背景には、予算などの制約により、独自の

多言語通訳の確保や養成が難しいこと、国際交流協会などの通訳ボランティア制度活用で

は専門性に個人差があり、緊急時の対応も難しいことなどがある。支援に必要な情報の翻

訳に関しても予算確保が難しく、各地で同じようなものを翻訳するため無駄が多い、質の

確保も難しいなどの問題もある。また，公的機関の支援関係者は多くが非常勤であったり

数年で異動したりするため、外国人ケースのノウハウが蓄積しにくい実情がある。さらに、

少数言語の場合、単一県の通訳制度では被害者、加害者が知り合いである可能性もあり、

コーディネートが難しく、通訳者の安全確保も課題となる。このようないくつもの困難の

中、日本語ができない被害者にとって、適切な支援を受けにくい状況が生じている。 
	 相談体制、一時保護の体制、通訳者の確保や研修などのそれぞれの提言の中でも、都道

府県をまたがる広域対応の必要性を指摘してきた。ここでは、こうした問題を解決する一

つの方策として、国による、移住女性 DV被害者支援のための専門機関の設置を提案した
い。 
	 

2	 国による専門支援機関設置の提案  
	 地域における移住女性被害者の支援現状に大きな地域格差が生じている現状にかんが

み、国による移住女性 DV被害者支援のための専門機関（仮称：移住女性 DV被害者支援
センター）を全国に何ヶ所かの拠点に設置することを提案する。この専門支援機関は、移

住女性の DV被害への相談支援、一時保護支援、自立支援を一貫してコーディネートする
拠点となり、以下の機能を持つ。 
①	 多言語による DV相談（電話相談、来所相談） 
電話相談には，2010年度の内閣府補正予算事業の例にあった、全国共通のフリーダイ
ヤルが有効である。 

②	 外国人ケースのスーパービジョン（センター常駐の多文化ソーシャルワーカーによる

電話や巡回によるアドバイス）	 

③	 通訳（電話通訳、派遣通訳）・翻訳	 

DVの相談、支援場面への通訳者の派遣を行う。緊急時や遠隔地については電話通訳を
利用することでアクセスを保障する。啓発パンフレットや支援場面で全国共通で利用

できる多言語資料（多言語版保護命令申立書、制度説明、チェックリストなど）の作
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成を行う。	 

④	 緊急一時保護	 

⑤	 自立支援プログラム	 

就労支援や子育て支援、母子家庭支援などの各種制度利用における多言語サービス支

援、および移住女性に特化したカウンセリングやグループワーク、就労支援やソーシ

ャルスキルトレーニングなどのプログラムを行う。	 

⑥	 移住女性対象の啓発、予防プログラム	 

	 

	 このようなセンターの設置により、①潜在的被害者の掘り起こしが可能となる、②広域

的、長期的支援のコーディネートがしやすくなる③ケースを集約することでノウハウを蓄

積、発信しやすくなる④地域格差の解消⑤通訳研修、コーディネート、翻訳についての自

治体の負担（労力、費用）の軽減⑥通訳機会の増加による通訳者のスキルアップなどの効

果が期待される。また、センターの通訳者、多言語ソーシャルワーカーとして被害経験を

持つ外国人女性当事者を活用することで⑦サバイバーの自立支援にもつながると思われる。 
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参考資料 1：調査協力のお願い  
2010年 8月 12日 

 
 
関係各位 
 

移住労働者と連帯する全国ネットワーク 
	 	 	 〒112－0002	 文京区小石川 2-17-41  

富坂キリスト教センター2号館 203号 
電話 03-5802-6033	 FAX 03-5802-6034 

E-mail:fmwj@jca.apc.org 
 
 

移住（外国人）女性への DV 施策に関する調査の実施について	 

（ご協力のお願い）	 

 
 
 
	 女性に対する暴力の根絶に向けた日々の取組に敬意を表します。 
	 私たち「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」（以下、移住連）は、日本各地で

移住外国人の人権擁護に取り組む市民団体、シェルター、労働組合、専門家、当事者

団体などによるネットワーク組織です。 
	 2001年に配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律（以下、DV防
止法）が成立し、その後の法改正においては、国籍を問わず被害者の人権に配慮する

ことが規定されました。また、関係省庁から外国人被害者への対応に関する通達等が

出されるなど、施策が講じられるなかで、被害からの救済を求める外国人女性の数も

年々増加しています。2008年度の厚生労働省の全国統計によれば、DVによる一時保
護者のうちの外国人の割合は、9.45%に達しています。	 	  
	 しかし、日本人女性に比べ DV 被害の高リスク要因を抱える外国人女性の DV 被害
は未だに潜在化しています。私たちのネットワークの加盟団体には、これまで外国人

女性からの DV に関する多くの相談が寄せられてきました。法整備後も、以前として
制度による救済からこぼれ落ちる被害者等からの相談が多数寄せられています。近年、

外国人 DV 被害者への対応や施策における自治体間格差も浮き彫りとなってきました。 
	 私たちは、DV 被害を受けた外国人女性が日本のどの地域においても同様の保護と
支援を受けられるよう、各地での外国人被害者へ支援対応および施策の充実を求める

要請や調査を行ってきました。2003年に、都道府県を対象とした外国人 DV被害者へ
の施策の充実を求める要請および調査を実施した際には、多くのご回答（対象 47都道
府県のうち 45都道府県からご回答）をいただきました。前回調査の報告は、移住連ブ
ックレット２「ドメスティック・バイオレンスと人身売買—移住女性の権利を求めて」
（現代人文社、2004年）にて公表されています。 
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	 このたび、移住連ではこの間の外国人被害者の増加や国の施策の前進が、各

地方自治体での施策にどのように反映されているかの実態を明らかにするため

に、全国の都道府県、政令指定都市を対象とした移住（外国人）女性への DV
施策に関する調査を実施することとなりました。調査結果につきましては、と

りまとめ後、ご送付する予定です。つきましては、お忙しい中恐縮ですが、別

紙のアンケート調査へのご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。  
 
調査票の送付先、期限は以下のとおりです。 
 

送付先：移住労働者と連帯する全国ネットワーク	 

〒112－0002	 文京区小石川 2-17-41	 富坂キリスト教センター2 号館 203 号	 

FAX	 03-5802-6034	 

	 

送付期限：２０１０年８月３１日	 

 
 
＊なお、調査票ご記入にあたってのご質問や、調査票をワード添付ファイルでご希望

の方は、以下にご連絡下さい。 
 

移住連事務局（03-5802-6033, E-mail:fmwj@jca.apc.org） 
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参考資料２：質問紙  

移住（外国人）女性に関する DV 施策に関する調査	 

 
１	 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（「基本計画」）に、移住（外国人）女性に関する記述はありますか？	 

 
	 	 	 ある	 	 	 ない 
 
	 ＊ある場合、可能ならば、該当箇所のコピーをご提供ください。 
 
２	 相談対応について	 

 
（１）相談窓口の開設状況等について教えて下さい。 

 

相談窓口 
の種類 

設置状況 
（曜日、時間） 外国語対応 相談件数 

DV相談 
（配偶者暴力

相談支援セン

ター） 

ある	 ・	 ない 
 
曜日： 
 
時間： 

ある	 ・	 ない 
 
対応言語・曜日・時間 
英語	 ある	  
コリアン	 ある	  
中国語	 ある	  
ポルトガル	 ある	  
スペイン	 ある	  
タガログ	 ある	  
タイ	 ある	  

2009（H21）年度 
総件数（	 	 	 	 ）件 
うち、外国人の件数 
（	 	 	 	 	 ）件 
＊それ以前の統計資料に

ついても、可能ならばご提

供下さい。 
 

女性相談 

ある・ない 
 
曜日： 
 
時間： 

ある	 ・	 ない 
 
対応言語・曜日・時間 
英語	 ある	  
コリアン	 ある	  
中国語	 ある	  
ポルトガル	 ある	  
スペイン	 ある	  
タガログ	 ある	  
タイ	 ある	  

2009 (H21) 年度 
総件数（	 	 	 	 ）件 
うち、外国人の件数 
（	 	 	 	 	 ）件 
＊それ以前の統計資料に

ついても、可能ならばご提

供下さい。 
 
 

外国人相談 ある・ない 

 
対応言語・曜日・時間 
英語	 ある	  
コリアン	 ある	  
中国語	 ある	  
ポルトガル	 ある	  
スペイン	 ある	  
タガログ	 ある	  
タイ	 ある	  

2009 (H21) 年度 
総件数（	 	 	 	 ）件 
うち、DVの件数 
（	 	 	 	 	 ）件 
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（２）	 外国人の DV相談についてどのように対応していますか？ 
 
	 （はい	 ）DV相談または女性相談で日本語対応	  
	 （はい	 ）DV相談または女性相談で外国語対応	  
	 （はい	 ）外国人相談で対応	  
 
３	 一時保護について	 

	 

（１）	 	 外国人の一時保護についてどのように対応していますか？	 

	 

	 （はい	 ）母国語等の通訳を配置し、充分な相談対応を行うようにしている。	 

	 （はい	 ）外国人の受け入れ体制のあるシェルターに保護するなどの配慮をしている。	 

	 （していない	 ）特別な対応はしていない。	 

	 

（２）	 一時保護の件数について教えて下さい。	 

	 

	 	 2009(H21)年度	 	 総件数（	 	 	 	 	 ）	 件、うち外国人	 （	 	 	 	 	 ）件	 

	 	 2008(H20)年度	 	 	 総件数（	 	 	 	 	 ）	 件、うち外国人	 （	 	 	 	 	 ）件	 

	 	 2007(H19)年度	 	 総件数（	 	 	 	 	 ）	 件、うち外国人	 （	 	 	 	 	 ）件	 

	 

４	 職務関係者に対する研修について	 

（１）	 職務関係者に対する「外国人 DV被害者への対応」等に関する研修は行っていま
すか？ 

 
	 	 行っている	 行っていない 
 
【（１）で行っていると回答された場合】  
（２）	 過去にどのような研修を実施しましたか？ 
 

年度 対象 講師 内容 

    	 	 年度 
   

     	 	 年度 
   

     	   年度 
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【（１）で行っていないと回答された場合】  
（２）	 研修を行っていない理由を教えてください（複数回答可） 
 
	 （	 はい）行う必要が特にないため 
	 （	 はい）予算がないため 
（	 はい）その他（具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

 
（３）	 厚生労働省の実施する「人身取引被害者及び外国人 DV被害者を支援する専門通	 
訳者養成研修事業」について 

 
①	 この制度を知っていますか？ 
	 	  
	 	 	 知っている	 	 知らない 
 
②	 今後、この制度を利用する予定はありますか？ 
 
	 	 ある	 	 ない 
 
③	 この制度を利用していない理由を教えてください（自由記述）。 
 
 
	 

５	 通訳者の配置について	 

（１）	 通訳者の配置はどのようになっていますか？（複数回答可） 
 
（はい	 ）①DV対応独自の通訳人を配置している 
（はい	 ）②DV対応独自の通訳制度がある 
（はい	 ）③自治体の通訳制度等を活用 
（はい	 ）④国際交流協会に依頼 
（はい	 ）⑤民間団体に依頼 

	 （はい	 ）⑥その他（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
  （はい	 ）⑦特に配置していない。 
 
（２）【（１）で①～⑥とお答えいただいた方】DV 対応についての通訳者制度の仕組みに
ついて、また、依頼団体等との取決めの内容等について教えてください	  

	 （可能であれば、資料をご提供下さい。） 
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６	 多言語情報の作成について	 

	 （はい	 ）独自の多言語情報を作成している 
	 （はい	 ）他の機関等の作成した多言語情報を活用している 
	 	 	 （具体的には：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
	 （はい	 ）多言語情報の作成、配布等は特にしていない 
 
７	 その他、外国人を対象とした特別な施策がありましたら教えてください。	 

	 	 （可能であれば、資料等をご提供下さい。）	 

 
 
 
 
 
 
８	 外国人への対応で困難な点がありましたらご自由にお書きください。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ご協力ありがとうございました。	 

	 

ご担当部署とご担当者（回答者）のお名前をご記入下さい。	 

都道府県・市	 	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

ご担当部署	 	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 ご担当者	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 
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