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１．は じ め に

　売春防止法が制定されてまもなく60年を迎えようと
している。これは婦人保護事業が，売春防止法という
法的根拠を持って行われるようになって60年になろう
としていることを意味する。
　この間，社会経済状況の変化の中で，求められる役
割も果たすべき責務も急激に拡大してきた。
　平成13年に制定された「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」いわゆるDV防止法
により，DV被害者も婦人保護事業の対象となり，「ス
トーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆるス
トーカー規制法の平成25年度改正により，ストーカー
被害者に対して「婦人相談所の支援」が明記された。
また，平成21年に改訂された「人身取引対策行動計
画2009」でも，「人身取引被害者についても婦人相談
所で対応すること」とされている。「婦人相談所」は，
支援や保護を必要とする女性に対して大きな役割を果
たしてきた。
　しかしながら，根拠法である「売春防止法」の規定
については，これまで基本的な見直しが行われてこ
ず，法律が実態にそぐわなくなってきている実情があ
る。そもそも，売春防止法は女性たちの人権の問題が
軽視されている法律で，女性蔑視・女性差別に満ちた

法律であり，婦人保護事業の対象である様々な問題を
かかえ苦しんでいる女性とその家族たちの生活の再
建，自立支援の発想に乏しい法律であると言わざるを
えない。そのため困難な生を強いられている女性たち
のニーズに対応することに限界がある。
　婦人保護事業は，その根拠法である売春防止法に基
づいて行われながら，その後に法律が制定されるごと
に対象となる女性を増やし続けてきた。婦人保護事業
の現場は，社会の要請と実際の制度・枠組みとの矛盾
の中で，悪戦苦闘しつつも，女性の人権保障とエンパ
ワメント，女性の生活再建と自立支援に努めてきた長
い歴史を持つ。
　厚生労働省は，研究事業の一環として，「婦人保護
事業の課題に関する検討会」を立ち上げ，平成25年に
「婦人保護事業等の課題に関する検討会のこれまでの
議論の整理」をまとめた。また，婦人保護事業の３つ
の柱である婦人相談所，婦人相談員，婦人保護施設に
ついて，平成26年には「婦人相談所ガイドライン」を，
平成27年に「婦人相談員相談・運営指針」をまとめた。
現在，筆者（安部）も委員となっている「婦人保護施
設の役割と機能に関する調査検討会」において平成28

年までに調査検討をまとめているところである。
　本論では婦人保護事業の現状と課題について，特に
当県の婦人保護事業の現状と課題について考察するこ
ととする。執筆の分担は，１から４，６を安部が執筆，
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５を青木が執筆したうえで，両者が協議して全体をま
とめた。

２　「婦人保護事業」とは

　婦人保護事業は，「日本における唯一の公的な女性
支援事業であり，女性支援の中核的事業」である。婦
人保護事業の法的根拠は昭和31年制定の売春防止法で
あり，婦人保護事業とは，第四章「保護更生」の第34

条「婦人相談所」，第35条「婦人相談員」，第36条「婦
人保護施設」の総称である。
⑴　「婦人相談所」，「婦人相談員」，「婦人保護施設」
について
１）「婦人相談所」について
　売春防止法に基づき都道府県に設置されてお
り，都道府県には必置義務がある。また，DV防
止法に基づく配偶者暴力相談支援センターとして
も位置づけられている。平成26年度現在，婦人相
談所は全国に49か所ある。一時保護機能を持ち，
要保護女子，DV被害者，ストーカー被害者，人
身取引被害者の相談・支援，一時保護委託業務を
行っている（国1/2　都道府県1/2　国庫予算額約
９億円）。一時保護は同伴家族にも行い，保護の
期間は概ね２週間程度である。一時保護だけでは
問題の解決が見込めず，中長期的な支援が必要な
場合は婦人保護施設入所決定の措置を行う。
　婦人相談所活動費，外国人婦女子緊急一時保護
経費等の一部について，婦人相談所運営費負担金
にて対応（国1/2，都道府県1/2，国庫予算額約
２千万円）している。
　当県においては，平成16年に「福島県婦人相談
所」から「福島県女性のための相談支援センター」
と名前を改め，婦人保護施設と一体型の機関とし
て運営を開始している。
２）婦人相談員（本県は女性相談員）
　売春防止法に基づき都道府県，市等が委嘱
し，また，DV防止法に基づく業務を行う。全国
に1,295人（平成26年４月１日現在）の婦人相談
員がいる。そのうち，462人が都道府県に配置さ
れ，823人が市区に配置されている。都道府県婦
人相談所，市福祉事務所等に所属し，要保護女子，
DV被害者の相談・指導を行う。婦人相談員活動
強化対策費（児童虐待・DV対策等総合支援事業）
にて対応している。
　当県においては，平成27年４月１日現在，福島

県女性のための相談支援センターに５人，県北，
県中，県南，会津，南会津，相双の各保健福祉事
務所に１名ずつ，計11人の女性相談員を配置して
いる。また，福島市・郡山市・会津若松市・喜多
方市・いわき市の５市に女性相談員が配置されて
いる。
３）婦人保護施設
　売春防止法に基づいて都道府県や社会福祉法人
が設置し，同時に，DV防止法に基づく保護も行
う。都道府県に設置義務が課せられていないた
め，婦人保護施設を持たない県もあり，平成26年
現在，全国の39都道府県に48か所ある。要保護女
子，DV被害者，人身取引被害者の保護，自立の
ための支援を行っている。施設職員の人件費，入
所者の生活費については，婦人保護事業費補助金
にて対応している（国1/2，都道府県1/2，国庫予
算額約12億円）。支援期間は中長期で，概ね１ヶ
月以上である。
　当県では，「福島県女性のための相談支援セン
ター」として，婦人相談所と一体型の施設として
運営している。

⑵　婦人保護事業の目的
　婦人保護事業の目的は，婦人保護事業の実施機関
として，要保護女子等の早期発見に努め，要保護女
子及びDV被害女性等の相談，調査，判定・援助，
一時保護及び婦人保護施設入所（長期保護），自立
支援，暴力の防止等に関する啓発活動を行うことで
ある。

⑶　法 的 根 拠
　先述したこととも重なるが，婦人保護事業の法的
根拠は以下の①から④であり，当県では，⑤の平成
15年制定の「福島県女性のための相談支援センター
条例」も根拠となる。
①　売春防止法（昭和31年制定）
②　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（以下，「DV法」）（平成13年制定，平
成16年・19年・25年改正）

③　人身取引対策行動計画（平成16年12月）→人身
取引対策行動計画2009→人身取引対策行動計画
2014

④　ストーカー行為等の規制等に関する法律（以下，
「ストーカー規制法」）（平成12年制定，平成25年
改正）
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⑤　福島県女性のための相談支援センター条例（平
成15年）

⑷　対 象 女 性
　婦人保護事業の対象女性は以下の①から⑥までで
ある。
①　売春経験を有する者で，現に保護，援助を必要
と認められる者
②　売春経験は有していないが，その者の生活歴，
性向又は生活環境等から判断して現に売春を行う
おそれがあると認められる者
③　配偶者からの暴力を受けた者（事実婚を含む）
④　家庭関係の破綻，生活の困窮等正常な生活を営
む上で困難な問題を有しており，かつ，その問題
を解決すべき機関が他にないために，現に保護，
援助を必要とする状態にあると認められる者
⑤　人身取引被害者
⑥　ストーカー被害者

　もともと婦人保護事業の対象となる女性は，売春
防止法第34条第２項において，「性行又は環境に照
らして売春を行うおそれのある女子」（以下，「要保
護女子」）と定められていた。しかし，新たな法律
が制定されるたびに，婦人保護事業の対象女性の範
囲が広がっていった。
　まず，平成13年にDV防止法が制定されて，婦人
保護事業の対象となる「被害者」については，DV
防止法第１条第２項により，「配偶者からの暴力を
受けた者」第３項に「婚姻の届出をしていないが事
実上婚姻関係と同様の事情にあった者」であり，平
成25年度のDV防止法改正により，「生活の本拠を
ともにする交際をする相手方」が加わった。
　DV法防止法制定により，厚生労働省雇用均等・
児童家庭局（当時）は平成14年３月23日付けの通知
で，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律」の施行に対応した婦人保護事業の実施
について」で，婦人保護事業の対象女性を①から④
までと規定した。
　次に，平成５年に日本が国際移住機関（IOM）
に正式に加盟したことにより，政府は，平成16年に
「人身取引行動計画」を策定した。この中で，人身
取引被害者に対して，一時保護を含む「婦人相談所
等の活用」が盛り込まれ，婦人保護事業の対象者に
人身取引被害者が加わることとなった。
　次に，ストーカー被害者であるが，ストーカー規

制法の制定以前から，対象女性④の解釈としてス
トーカー被害女性も婦人保護事業の対象となってい
る。しかし，ストーカー規制法の平成25年改正で，
ストーカー被害者に対する「婦人相談所における一
時保護の実施」と「婦人保護施設における中長期支
援」が法的に婦人保護事業の対象となった。
　以上のように，現在の婦人保護事業の対象女性
は，「何らかの問題を持つ女性」であって，かつ「そ
の問題を解決すべき機関が他にないために，現に保
護，援助を必要とする状態にあると認められる者」
すべてを対象とするというようにと規定されたので
ある。

３　福島県の婦人保護事業

　婦人保護事業と言っても，施設，設備，職員配置，
運営等のありようは，都道府県によって大きく異なっ
ている。婦人保護施設を持たない県もあり，対象女性
たちの中長期的な支援が物理的にできないところすら
ある。婦人保護事業が法律に基づく国の施策でありな
がら，実態は都道府県によって驚くほど異なっている。
これが，婦人保護事業の現状である。
　当県の婦人保護事業の主管課は保健福祉部の中にあ
るが，DV防止法が内閣府の所管であるため，都道府
県によっては生活環境部にあるところもある。これは，
実は大きい違いであり，婦人保護事業の根幹に関わる
問題である。
　婦人保護事業の対象女性は，主訴がDVであっても，
抱える問題や解決する課題は多岐に複雑に絡み合って
おり，主訴を解決することができれば，生活の再建や
自立ができる女性たちばかりではない。様々な疾患や
障害を有する女性たちも多い。様々な福祉的な施策や
制度の活用が必要な女性たちなのである。
　また，婦人相談所として単独で設置されているとこ
ろもあるが，児童相談所や障害者総合福祉センター等
とまとまって総合福祉センターとして存在していると
ころが多い。
　そして，各婦人相談所において実施されている女性
への支援に関する業務の進め方については，都道府県
ごとに違いが見られる。その差異は，同じ婦人保護事
業ではあっても驚くほど大きい。
　平成26年に，厚生労働省が「婦人相談所ガイドライ
ン」を策定した。これは，婦人相談所で受ける支援サー
ビスの内容に格差がこれ以上生じないよう，策定され
たものである。婦人相談所ガイドラインの性格は技術



福島県婦人保護事業の現状と課題 （8201）

―　　―19

的助言であり法的拘束力を有する基準ではないが，国
から一定の基準が示されたことの意義は大きい。
　このような中で，当県の状況について，婦人保護事
業の３本柱である「婦人相談所」「婦人保護施設」「婦
人相談員」に焦点を合わせて述べていくこととする。

⑴　福島県女性のための相談支援センター（婦人相談
所と婦人保護施設）
１）福島県婦人相談所の沿革
　昭和31年に売春防止法が制定され，それに基づ
き，昭和32年５月14日，当時の福島県信夫福祉事
務所内に福島県婦人相談所が開設された。一時保
護所は，当時，信夫郡飯坂町にあった福泉寺に委
託していた。昭和33年４月１日に福島県婦人相談
所と婦人保護施設福島県しゃくなげ寮が完成し，
業務を開始した。当時から福島県は婦人相談所と
婦人保護施設を併設し運営していた。 平成16年
３月16日，現在地に新庁舎が完成し，同年４月１
日から「福島県女性のための相談支援センター（以
下「センター」）として業務を開始し現在に至っ
ている。
２）センターの特性
　センターの特性は次のとおりである。
①　県立・県営の施設である。
②　一時保護所・婦人保護施設を併設している。
児童相談所等との併設ではない。一時保護所は
10室20人，婦人保護施設は10室20人を定員とし
ている。

③　同伴児童は，男子は小学生まで，女子は年齢
制限はない。

④　夜間・休日の緊急保護対応のためのレストフ
ルルームを１室持っている。

⑤　生活空間・プログラムは婦人相談所一時保護
所，婦人保護施設で共有している。

⑥　入所者が守るべきグランドルールがある。
⑦　婦人相談所一時保護中は，心身の回復・ケア，
保護命令等の申請・審問，自立に向けての具体
的な検討を行い，同伴児童は所内での学習を行
う。

⑧　一時保護だけでは問題の解決が望めない女性
は婦人保護施設入所となる。婦人保護施設入所
者は職員と自立計画書・個別支援計画書を作成
し，生活再建・自立を目指す。様々な問題を解
決し，自立へと行動する。

⑨　退所後も相談に応じ，支援を行う。

３）センターの基本理念
　センターの基本理念は「女性の人権を守る」こ
とと「女性の尊厳を守る」ことであり，支援のキー
ワードは，「エンパワメント」「女性の福祉」「女
性の自己決定に沿った支援」である。特に「エン
パワメント」は支援の重要なキーワードである。
　女性たちは，DV被害やストーカー被害，性暴
力被害やその他の様々な問題によって，自信を失
い，自尊感情が極端に低くなっている。夫等から
日常的に暴力を受けたり，「お前はバカだ」「お前
はのろまだ」「お前はブスだ」「誰もお前の心配な
んかしない」「女のくせに」等々の暴言（外的抑圧）
を受け続けるうちに，「私はバカでブスでのろま
なダメな人間だ。誰も味方になってくれない。生
きている価値のない人間だ」（内的抑圧）と思い
込み，自尊感情は低く，抑うつ的で無力感に苛ま
れるようになる。この自尊感情や自己肯定感の低
さは，生活を再建したり，自立を目指したりする
ときの大きな妨げとなる。自信のなさがやる気を
そぎ，モティベーションを低めるのである。
　そのため，支援の中心はエンパワメントとなる。
エンパワメントとは，肯定的パワー（共感・連帯・
信頼・権利意識等）を持って，これらの外的抑圧・
内定抑圧を取り除いていくことをいう。
４）職　　　員
　職員は表１のとおりで，正規職員11人，嘱託職
員・臨時職員20人の計31人である。職員はソーシャ
ルワーカーとしてケースに対応している相談調査
員が３人，処遇職員のキャップとしての保健師が
１人，生活指導員が２人，看護師１人，心理判定
員１人が入所女性と同伴家族の対応に当たってい
る。
　婦人保護事業の柱のひとつである女性相談員は
５人で，電話相談やインテークワーカーとして交
代制で勤務している。婦人保護事業ハンドブック
に記載されているように「婦人相談員はケース
ワーカーである」。
　保育士３人が交代制で勤務し，同伴児の保育に
当たっており，生活指導補助員３人が交代で入所
者に対応している。東日本大震災以降の給食食材
の放射性物質検査のため給食食材検査員が対応し
ている。医師は４人で，内科医，婦人科医がそれ
ぞれ１人，精神科医が２人で入所者を診察してい
る。
　女性相談支援専門員は３人で，弁護士，精神科
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医，有識者が婦人保護事業のスーパーヴァイザー
の役割をとっている。
５）業 務 内 容
①　相 談 業 務
　相談業務は，女性に対し，広く相談に応じて
おり，電話相談と来所相談とがある。相談業務
は，センターだけでなく，県保健福祉事務所，
女性相談員のいる福祉事務所（福島市・郡山市・
会津若松市・喜多方市・いわき市の５市），福
島県男女共生センターで行っている。
　なお，DV防止法に基づく配偶者暴力相談支
援センターは，センターと福島県保健福祉事務
所６か所，郡山市，福島県男女共生センターに
設置されている。
　センターの電話相談は，専用電話を設置し，
主に女性相談員５人が相談に応じている。受付
時間は午前９時から午後９時までで，祝日，年
末年始を除く毎日，土日も行っている。
　来所相談は，電話相談では対応が困難なケー
スや面接を希望するケースに実施している。
　相談件数は表２のとおりで，相談は，年によ
る変動がみられる。平成26年度の相談件数は，
4,751件であった。
　相談の内容は「人間関係の相談」が最も多い。
「人間関係の相談」では，「夫等からの暴力」「離
婚問題」「家庭不和」等の夫婦関係の問題が最
も多くなっている。

②　保護業務（一時保護）
　保護業務とは保護の必要が生じた女性に対し
て一時的に保護し，自立に向けた助言や支援を
行うことである。
　保護の必要な女性とは先に述べた婦人保護事
業の対象女性のことである。対象女性が，保護
を希望したときに福島県保健福祉事務所や女性
相談員のいる市福祉事務所は女性と面接し，女
性の保護の意思を確認した後，センターに入所
協議を行い，センターの受理会議による決定を
経て一時保護に至る。手続きが煩雑であるよう
に見えるが，福祉事務所でのインテーク面接，
その後の女性の自立支援のための福祉的施策の
活用には欠かせないのである。
ａ　入所のしおり（グランドルール）
　先に述べたセンターの基本理念を保護の際
に女性に伝えることにしている。それが「入
所のしおり（グランドルール）」である。そ
の一部が表３である。「入所のしおり（グラ
ンドルール）」は,入所中にも繰り返し確認
することにしている。「入所のしおり（グラ
ンドルール）」には，センターの支援の基本
理念が示されているので，表３に掲げる。
ｂ　一時保護入所女性数と延人数
　平成22年度から26年度までの一時保護入所
女性数と同伴家族の人数を示したのが表４で
ある。年度によって，入所女性と同伴家族の

　表１　センターの職員

【正規職員　11人】
①所長　②次長　③相談調査員　３人　④保健師
⑤生活指導員　２人　⑥看護師　⑦心理判定員
⑧事務職員

【嘱託職員・臨時職員　20人】
⑨女性相談員　５人　⑩保育士　３人
⑪生活指導補助員　３人　⑫給食用食材検査員　２人
⑬医師　４人　⑭女性相談支援専門員　３人

※給食業務及び警備業務は業者委託

　表２　センターの相談件数

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
セ ン タ ー 1,845 1,790 1,760 1,688 1,625
保健福祉事務所 666 605 716 768 801

市福祉事務所 2,894 2,788 3,096 2,720 2,325
計 5,405 5,183 5,572 5,176 4,751

　表３　「入所のしおり（グランドルール）」

【入
にゅう

所
しょ

のしおり】
１　ようこそ女
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性
せい

のための相
そう

談
だん

支
し

援
えん

センターへ
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いち

時
じ
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ひ

難
なん

をし
て，ここで安

あん

全
ぜん

で健
けん

康
こう

的
てき

な生
せい
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をおくって，心
しん

身
しん
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復
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りながら，再
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出
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をするための施
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設
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です。
　あなたは，これから先

さき
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かんが

え
てください。あなたの人
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生
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身
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です。
　　　（略）

【グランドルール】
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せん。

　　　（略）
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人数に変動がみられるが，延人数は右肩上が
りで上昇している。これは問題解決して退所
するまでの日数が年々増えていることを示し
ている。

ｃ　一時保護入所女性の年齢
　平成22年度から平成26年度までの一時保護
入所女性の年齢を示したのが表５である。多
いほうから順に30代，20代，40代，50代，60

代となっている。婦人保護事業の対象者が「そ
の問題を解決すべき機関が他にない女性」と
しながらも，実際には，60代以上の女性や児
童福祉法の対象となる18歳未満の女性，様々
な障がいを持つ女性も一時保護となっている
のが現状である。婦人相談所は児童相談所と
異なり，調査権も親権に対抗する手段も持っ
ていないことから，10代女性の一時保護後の
就労や病気治療，入院等の際に親権を持つ保
護者の同意を得ることが難しい場合が多く，
対応に苦慮することが多い。

ｄ　一時保護入所女性の主訴
　平成22年度から平成26年度までの一時保
護入所女性の主訴を示したのが表６である。
90％強が何らかの暴力を主訴としており，そ
のうち夫等からの暴力は75.4％である。その
他は交際相手，親，子どもの順となっている。
ただ，主訴がDV等の暴力である女性との信
頼関係ができてからの面接で，夫等から風俗
で働くことを強要されたと話す女性が複数お
り，働かない夫等の代わりに生活費を稼ぐた
めに売春したことを話す等，女性たちの抱え
る問題は単純ではない。暴力以外の女性の主
訴は，路上生活や車上生活を行っている帰住
先なしの女性が5.3％等であった。
ｅ　一時保護入所女性の同伴家族人数
　平成22年度から平成26年度の一時保護女性
の同伴家族の人数を表７に示した。

　表４　センターの一時保護入所女性と同伴家族数と
　　　　延人数

【一時保護入所者実人数】

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
入 所 女 性 38 41 47 54 48

同 伴 家 族 39 36 42 38 39

計 77 77 89 92 87

【一時保護入所者延人数】

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
入 所 女 性 663 738 1,010 1,095 1,087
同 伴 家 族 678 683 934 856 1,080

計 1,341 1,421 1,944 1,951 2,167

　表５　一時保護入所女性の年齢
　　　　（平成22年度～26年度）

年　齢 人　数 ％

18 才 未 満 4人 1.08％
18才・19才 5人 2.10％
20才～29才 62人 27.20％
30才～39才 74人 32.50％
40才～49才 36人 15.80％
50才～59才 24人 10.80％
60 才 以 上 23人 10.10％
合　計 228人

　表６　一時保護女性の主訴
　　　　（平成22年度～26年度）
○何らかの暴力が主訴（平成22年～26年）
　入所女性　207人（90.80％）
○誰からの暴力か

夫等からの暴力 172人 75.4％
子どもからの暴力 6人 2.6％
親からの暴力 7人 3.1％
親族からの暴力 3人 1.3％
交際相手からの暴力 17人 7.5％
その他の者からの暴力 2人 0.9％
合計 207人

○暴力以外の主訴
　•帰住先なし　　　 12人（5.3％）
　•離婚問題　　　　　2人（0.9％）
　•子ども（その他）　 2人（0.9％）
　•生活困難　　　　　1人（0.4％）
　•その他　　　　　　4人（1.8％）

　表７　一時保護女性の同伴家族の人数
　　　　（平成22年度～26年度）

同伴家族数 人数 ％

１　人 63人 55.30％
２　人 31人 27.20％
３　人 12人 10.50％
４　人 7人 6.10％
５　人 1人 0.90％
合　計 114人
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　同伴家族のほとんどは子どもであるが，
DV夫等からの危害の心配があり，実家の母
親や成人した妹を同伴した女性や住居を失い
家族で車上生活をしていた女性たちもいた。
同伴家族１人から２人で80％強であるが，中
には５人，４人，３人の同伴児を連れて入所
する女性もいる。子どもの数が多いのは性的
DVの影響が大きいからで，避妊に協力しな
い強姦まがいの性交渉で妊娠した女性は多
く，人工中絶費用がなく出産に至った女性も
多い。女性たちは，周囲の人たちから，「夫
婦仲が良くていいね」と言われるたびに深く
傷ついたと話している。

ｆ　一時保護入所女性の同伴家族の年齢
　平成22年度から平成26年度までの一時保護
入所女性の同伴家族の年齢は表８のとおりで
ある。
　同伴家族は幼児，乳児とで60％弱である。
これは，入所女性の年齢が30代20代で60％弱
であることと関係している。成人女性の同伴
家族も７人いるが，これは実家の母親や妹，
成人した娘等である。

ｇ　一時保護女性と同伴家族への対応
　一時保護を希望する女性は入所のしおりを
用いて，グランドルールの説明を受け，入所
意志の確認の後，一時保護となる。
　一時保護後，女性と同伴家族は，看護師等
による怪我や疾患，服薬等の確認を受ける。
怪我や疾患が重篤な場合は速やかに病院受診
を行う。ほとんどの女性は着のみ着のまま入
所してくるので，入所前に住所地の福祉事務
所に生活保護を申請してから入所することが
望ましいが，緊急に入所が必要となる場合も
多く，医療費に窮することもまれではない。
一時保護直後に入院が必要になる女性等もい
る。

　また，多くの女性と同伴家族は，不安や抑
うつを抱え，急性ストレス症状等，精神的に
不安定な状態で，不眠や食欲不振等の症状が
みられる。心理判定員や看護師等による面接・
心理的ケアが実施され，必要な女性等には精
神科の受診となり，同行での支援を行う。同
伴家族の対応も同様である。
　生活指導員による生活全般の支援が行わ
れ，同伴家族が子どもであれば，学習時間を
設けて，職員が対応している。
　主訴に対応し，生活を再建するためのケー
スワーク業務は相談調査員が行っている。
　DV被害者の場合は，相談調査員がDV法
に基づく保護命令の申請の支援や地方裁判所
への同行支援を女性相談員等と行っている。
離婚調停の申立支援，家庭裁判所への同行支
援もまた，同様である。
　主訴が解決したり，解決の見通しが立ち，
受け入れてくれる居場所のある女性と同伴家
族や自立できる女性は，一時保護だけで退所
となる。
ｈ　一時保護入所女性と同伴家族の退所
　一時保護入所女性と同伴家族は，一時保護
後，約１割が入所１週間以内に，退所を希望
する。集団生活に馴染めない，家に帰りたい
等がその理由である。中には，深刻な暴力被
害を受けている若年女性が，携帯電話を使え
ないことに耐えられず，退所を希望すること
もある。職員が，「危険だから」と説得して
も効果なく退所してしまうこともある。
　入所後１週間以内の退所者が入所女性の１
割というのは，他の都道府県の婦人相談所に
比べると少ない。それは，警察や各福祉事務
所で入所までに女性の話を聞き，生活のルー
ルを説明し，女性本人の動機づけをしてくれ
るからに他ならない。
　福島県では，平均21日間（平成26年度）の
一時保護を経て，実家や保護命令を発令され
て家に帰るDV被害女性，自立する女性と同
伴家族が約７割である。中には，子どもを抱
えて自立することの困難よりは夫の元がまだ
ましと考えたり，子どものために父親が必要
だと考え，DV夫のもとに帰る女性と同伴家
族もいる。
　表９に示したように，約３割の女性と同伴

　表８　同伴家族の年齢
　　　　（平成22年度～26年度）

乳 児 33人 17.0％
幼 児 79人 40.7％
小 学 生 65人 33.5％
中 学 生 6人 3.1％
義務教育以上 4人 2.1％
成 人 7人 3.6％
合　計 194人
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家族が併設の婦人保護施設に入所する。
③　婦人保護施設業務
　一時保護では問題解決が困難な女性と同伴家
族を，婦人保護施設に措置し，引き続き生活
支援や就労支援等の自立に向けた支援を提供 
する。
　婦人保護施設に入所する女性は，多くの複雑
な問題を抱えている。多くの複雑な問題とは，
帰るところがない，家族や親族の支援が受けら
れない，支援してくれる友人・知人等がいない，
身体的・精神的疾患にり患している，障害を持
つ，お金がない，生活スキル・働くスキルが乏
しいために支援が必要，外国人である，子ども
が多い，などで，これらの問題を抱え婦人保護
施設に入所を希望する女性たちが婦人保護施設
による支援の対象となる。
　女性たちの抱える問題も一つではなく，複数
の問題が複雑に絡み合っている場合が多い。そ
のため，女性たちの抱える多くの問題を解決し
ていく支援が必要となり，女性が望む支援と私
たち支援する側が必要だと思う支援のすり合わ
せを行い，女性がより社会的に望ましいと思え
る方向で自己決定ができるよう支援していく必
要がある。具体的には女性とともに自立に向け
た「自立支援計画」や「個別支援計画」を立て
ていくこととなる。
　女性たちの抱える問題は多岐にわたり，自立
するまでの時間は年々増えている現状にある。
平成26年度に婦人保護施設に入所した女性と同
伴家族は41人であったが，特記すべきはその延
人数で5,098人であった（表10）。

６）センター入所の女性たちの抱える問題と支援
　次に，センターに入所する女性たちの抱える問
題と支援について述べることとする。
ａ　身体的疾患
　特に，DV被害女性は全身打撲等の打撲，骨

折，切り傷，火傷等の怪我をしている。また，
生活に余裕がなく「自分のことはあとまわし」
にするという生活習慣の中で，癌や脊髄小脳変
性症，肝硬変，多発性脳梗塞といった深刻な疾
患も放置し，センター入所後に治療を開始する
という女性たちもいる。また，喘息や眩暈，高
血圧症，低血圧症，糖尿病，ヘルニア，高コレ
ステロール等の慢性的な疾患も治療を中断して
おり，センターに来て治療を再開するという女
性が多くみられる。また，未受診の妊婦もおり，
センターに来て初めて受診し，無事出産に至っ
た女性もいる。虫歯だらけの女性，同伴家族も
多い。
　入所直後に看護技師による健康チェックが行
われ，必要に応じて専門医を受診し，職員が同
行支援を行っている。内科・婦人科の嘱託医師
による診察を月に１度行って対応している。
ｂ　精神的な不安定・精神疾患・知的障害等
　女性たち特にDV被害女性は，センターとい
う安心できるところに入所して不眠や食欲不振
等の不調を感じ，訴えることができるようにな
る。眠っても，「夫に追いかけられ殺される」
という悪夢におびえ，いつも誰かに見張られて
いるように感じたり，自分がいま何しているの
か分からないと訴えたり，うつ状態やパニック，
過呼吸を呈することが多々ある。また，未治療
の統合失調症やてんかんといった疾患にり患し
ている女性もいる。アルコール依存症や覚せい
剤後遺症に悩む女性や福祉的な制度を全く受け
ずにきた知的障がい・発達障がいの女性や同伴
家族もいる。
　これらの女性や同伴家族たちには，心理判定

　表９　一時保護入所女性と同伴家族の退所の
　　　　状況（平成22年度～26年度）

○婦人保護施設に入所
　女性　　　　　228人中　67人（29.8％）
　同伴家族　　　194人中　67人（34.5％）
　合計　　　　　422人中　134人（30.3％）

　その他：実家，帰宅，自立，友人知人，
　　　　　母子生活支援施設，帰国，その他

　表10　婦人保護施設入所女性と同伴家族の人数と
　　　　延人数

【婦人保護施設入所者実人数】

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
要 保 護 女 子 10 11 12 15 19

同 伴 家 族 15 9 11 10 22

計 25 20 23 25 41

【婦人保護施設入所者延人数】

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
要 保 護 女 子 872 1,106 1,523 1,972 2,228
同 伴 家 族 1,050 775 1,468 1,693 2,870

計 1,922 1,881 2,991 3,665 5,098
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員が継続して関わりケアを行っている。必要な
女性には同意のもとに精神科医を受診し，精神
療法・薬物療法につなげており，状態に応じて，
入院の支援等を行っている。受診には同行支援
を行っている。
　また，必要に応じて，女性本人の同意のもと
に療育手帳等の申請や各種障害年金の申請，退
所後の福祉サービスの導入等の支援を行ってい
る。
　センターには精神科の嘱託医が２名おり，随
時，診察を行っている。

ｃ　お金がない・借金がある
　女性たちはセンター入所時にほとんどお金を
持ってきていない。DV被害女性の多くは，夫
等からお金を持たされない，制限されるといっ
た経済的DVを受けている。また，暴力の最中
に着のみ着のままで警察や福祉事務所に保護を
求める女性が多く，財布や健康保険証，母子手
帳等の貴重品を持ち出せない女性たちが多い。
　センター入所女性の15％が入所時の所持金が
０円で，86％の人が２万円以下の所持金しか
持っていない。そのため，入所直後に怪我や疾
患等のために病院を受診する際の医療費や保護
命令申立等の必要経費にも苦慮する女性が多
い。
　所持金はないが，夫等が生活費を渡さない等
の理由で，多額の借金に悩む女性も多い。
　怪我や疾患等のために治療が必要な女性たち
には入所時に住所地の福祉事務所で生活保護を
申請し，医療費に対応している。
　また，借金等については，法テラス等の制度
を利用して弁護士に依頼し，自己破産の申し立
ての支援を行っている。

ｄ　家族・親族・友人・知人等との疎遠
　DV被害や借金問題等の影響により，家族・
親族・友人・知人等との関係が疎遠となってい
たり，「親・きょうだいの縁を切られた」と絶
縁状態になっていたりする女性も多い。DV夫
が実家に押しかけ暴言・暴力を振るったり，女
性の借金の肩代わりや保証人になって被害を受
けたりの繰り返しで，女性たちは頼れる人間を
失っていることが多い。帰る場所もなく，住宅
や就労の際の保証人がいないことは女性たちの
自立を阻むことに直結している。お金を持たな
い女性たちを金銭的にも支援してくれる人がお

らず，心理的支援をしてくれる人もいない。
　そのため，婦人保護施設入所が長期化したり，
諦めて，「こんな苦労をするなら暴力夫の元に
戻った方がまし」とDV夫のもとに帰宅してし
まったりするということもある。
　センターでは，切れてしまった家族・親族と
女性との関係を繋いでいく努力を地道に行って
いる。手紙で近況を伝え続けたり，子どもの写
真や作品を送り続けたり，電話を掛けたり，そ
の都度，職員からも近況を伝え続けたりといっ
た関わりの中で，数年間絶縁していた両親の元
に引き取られた女性と幼子もいる。
　それでも関係修復ができず，自立の際の保証
人がいない女性に，身元保証人確保対策事業を
利用して，センター所長が保証人となることも
ある。
ｅ　自立するためのスキル
　女性たちは，これまでの暴力被害や生活環境
の中で自尊感情が極端に低くなっている。自分
に自信がなく，自分は何の取り柄もないダメな
人間だと思いこんでいることが多い。スキルを
積み上げていく関わりをする時には，スキルを
積み上げる関わりの前提として，エンパワメン
トが必要である。
　支援前の女性たちの生活は生活スキルを積み
上げていく生活にほど遠いものであった。DV
被害女性は，夫等から生活費を渡されないとい
う経済的DVの状態にあり，家計をまかなうと
いった金銭管理や清潔・健康管理，衣食住のス
キルが育っていない人が多い。
　また，子どもを抱え，「安く手早くおいしい
料理」を作ることが難しく，外食等を繰り返し
て，多額の借金を負う女性もみられた。
　仕事に通うことを夫等から認められていな
かった人も多く，センターにきて初めて仕事に
就いたときに，職場でのコミュニケーションの
取り方，挨拶の仕方，指示の受け入れ方，間違っ
たときのお詫びの仕方等のスキルが獲得されて
いないために，仕事が続かなかったり，トラブ
ルに巻き込まれたりすることが多く見られた。
　それらの問題を解決するために，婦人保護施
設入所直後に自立支援計画書を作成し，自立す
るためのプログラムを施行している。また女性
と同伴家族の生活スキル等を処遇職員が中心と
なってアセスメントし，個別支援計画書（セン
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ター作成）を女性とともに作成し，家計簿を付
けたり，献立を考えて調理を行ったり，健康教
室等で健康管理や病気の知識と予防について学
ぶ機会を作ったりして対応している。また，コ
ミュニケーションについては，繰り返し面接し
たり，スキル・トレーニングを取り入れて練習
する等を繰り返したりしながら，スキルの積み
上げに対応している。そして，何より大事なこ
とは，機会あるごとに頑張りを認めて自尊感情
を高めていく関わり，すなわちエンパワメント
である。

ｆ　外国人であること
　様々な母国出身の外国人が入所となる。多
くはDV夫のもとから逃げてきた女性たちであ
る。
　まずは，言葉の問題である。日本語の理解や
日本語を話すスキルは女性によって異なってい
る。片言の日本語しか理解できないしまた話も
できない人や，日常会話はなんとか可能である
が書くことは難しい人等様々である。また，習
慣の違い等から，集団生活が基本となる婦人保
護施設での生活に馴染むことは簡単ではない。
また，保護命令や離婚調停等の申立にも言葉の
面で苦慮することとなる。
　主訴を中心とする問題解決のためには通訳の
確保や女性本人が日本語学習をして日本で生き
ていけるスキルを身に付けていくための支援が
不可欠となる。
　保証人についても身元保証人確保対策事業を
活用したり，在留許可等の対応等入国管理事務
所とのやりとりは，同行支援が必要となる。
　また，心理的な支援として，母国の両親等と
の定期的な電話連絡は女性を心理的に支えるた
めに必要となる。

ｇ　就 労 問 題
　センター入所女性の６割強は，一時保護時，
無職であった。夫等が就労を禁じていた人が多
い。また，就労していた女性でも，ほとんどが
パートやアルバイト勤務であった。夫の自営業
の手伝いやコンビニやスーパー，パチンコ店等
のパート従業員であったり，スナックやキャバ
レー，コンパニオンといった飲食店従業員で
あった。「稼いでこい」と夫に言われ，スナッ
クで働いていた女性が，帰る時間が少し遅れた
ため浮気を疑われ，殴る蹴る，首を絞められる

といった激しい暴力を受け，血を流しながら逃
げてきたこともある。
　子どもを抱えた女性たちが就労することは至
難の業である。まず，子どもの保育所の時間帯
にあわせて就業時間を決めなければならない。
土日は働けない。
　特に子どもを連れた女性の働ける職種には制
限があり，特殊な技能を持たない女性たちの収
入は限られている。職員は，仕事を探す女性た
ちに，ハローワークへの同行支援，求人票の見
方，求人登録の仕方，子育てに支障のない仕事
選びのアドバイスを行い，応募が決まれば，履
歴書の書き方，模擬面接等を行う。運よく採用
されても，先にも述べた職場でのコミュニケー
ションの取り方等の支援が必要となる。毎日の
エンパワーは仕事の継続に関しても不可欠であ
る。
ｈ　同伴児童の問題
　同伴児への対応は早急に検討すべき課題であ
る。
　子どもたちは「忘れられたDV被害者」であ
る。子どもたちはこれまで，放置された様々な
問題を有している。身体疾患や虫歯は放置され，
心理的なケアも十分に受けてきてはいない。
　児童虐待防止法では，「DV目撃は心理的虐待
である」と規定されているが，婦人保護事業の
「同伴児」として入所する子どもたちは「放置
され，忘れられた」存在である。
　子どもたちは，行動への影響・感情への影響・
価値観への影響・学習への影響と限りなくDV
等の影響を受けている。
　そうした子どもたちの中には，暴力的で，攻
撃的な子どもたち，暴力を正当化して，問題の
解決に暴力を使うことを選ぶ子どもたちがい
る。落ち着きがなかったり，解離状態を起こし
ている子どももいる。「父親の暴力を止められ
なかったのは自分のせいだ」と思い，無力感を
持つ子どもたちもいる。また，力の強いものに
同一化し，「男は女より偉い」といった価値観
を持つようになったりする。また，日常的に
DVのある生活環境の中で育っているため，落
ち着いて勉強することができず，そのため，学
力が低く，学習への動機付けに乏しいことも多
い。
　対応としては，まず同伴児への心理的なケア
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や健康な自我を育てるための保育が必要とな
る。センターでは心理スタッフや生活指導員，
保育士等が対応しているが，女性本人への対応
が業務の大半を占め，なかなか子どもの対応に
時間を割けないのが現実である。心理スタッフ
等によるDV心理教育も行っているが，心理ス
タッフが１人であり十分な時間を掛けることが
難しい状況である。また，学習支援の継続が必
要であり，センターでは生活指導員，保育士，
学習ボランティアが対応している。
　次世代を担う子どもたちの心身のケアととも
に学習支援が重要な課題である。

ｉ　子育てスキル
　安心・安全な場所に来て，女性たちは子ども
たちに暴言・暴力を振うことがある。
　パワーをふるわれ，コントロールされる日常
を送っていた女性たちは，暴力夫の元から離れ
たとき，子どもたちの躾に暴力を用いることが
ある。また，子どもたちに対して，過保護・過
干渉であったり，逆に放任であったりする女性
もいる。
　対応として，処遇スタッフがその都度，女性
に声かけして対応したり，コモンセンス・ペア
レンティングという方法を用いて女性支援を
行ったりもしている。
　コモンセンス・ペアレンティングとは，行動
療法の理論背景をもとに，子どもの問題行動を
減らし，望ましい行動を効果的にしつけられる
スキルの体得を経験的に学習するプログラムで
ある。
　また，離乳食や育児全般への関わり支援や未
接種であった健診や予防接種の計画を立て，同
行して病院等で接種する等の支援を行ってい
る。

ｊ　10代の女性の問題
　婦人保護事業に登場する10代の女性たちは，
家族的な支援の得られない女性たちである。児
童虐待を受けてきた10代の女性たちが少なくな
い。成長した被虐待児の女性たちは，精神的に
不安定で，抑うつ，パニック障害，解離といっ
たPTSDの症状に悩んでいたりする。そのため，
精神科的治療が必要な女性が多く，精神科への
入院治療が必要な女性もいる。
　10代女性の精神科的治療，特に入院治療には
親の同意が必要となる。親権者でありながら，

親はスタッフと関わりを持つことに拒否的であ
るため，女性本人もセンターもその後の自立計
画に苦慮することとなる。
ｋ　女性の自己決定
　婦人保護事業の支援の基本は『女性の自己決
定の尊重』と先に書いた。しかし，婦人保護事
業の現場にいると，女性たちの自己決定のあり
方が，これまでの生活歴・DV被害等の影響で，
建設的で社会的なものとかけ離れたものである
ことに気づくことが多い。
　例えば，５万の給料を手にした女性が，「煙
草を買いだめさせて」と主張することがあった。
スタッフが滞納している税金に一部を支払うよ
う提案しても，それに応ぜず，「煙草が買えな
いなら，ここを出て行く」と大声をあげた。こ
のとき，スタッフは煙草を２カートン買って，
税金の滞納のうち５千円を支払い，計画的な返
納計画を一緒に立てて，入所を継続することと
なった。
　女性の自己決定を尊重しながら，より社会的
に望ましい選択をしてもらうかは現場の知恵と
工夫によることが多い。まさに，そういった＜
すり合わせ＞が重要であり，ユーモアと余裕が
特に，処遇現場には必要となる。

７）退所，自立に向けての支援
　ここまで，女性の抱える多くの問題と対応につ
いて述べてきた。女性たちはこれらの多くの問題
を少しずつ解決し，就労先を見つけて働き，自立
資金を貯め，住居を見つけ，子どもの保育所や学
童保育等を確保して退所に至る。その際もセン
ターは同行して支援にあたるのである。
　退所の際には引っ越しの準備，電化製品・家財
道具の準備を行い，そこでもセンターは同行で支
援したり，足りない電化製品や家財道具の調達を
する。
　退所後も，継続した面接や相談に応じ，女性の
希望に応じて家庭訪問を行うなどして支援を継続
する。
８）啓 発 活 動
　婦人保護事業とその活動状況及び配偶者からの
暴力防止対策等について，啓発活動を行い，関係
機関等の理解と円滑な協力が得られるよう努めて
いる。
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⑵　女性相談員（売春防止法上は「婦人相談員」だが，
福島県では女性相談員という）
　平成27年現在，福島県には，センターに５人，県
北，県中，県南，会津，南会津，相双の各保健福祉
事務所に１名ずつ，計11人の女性相談員を配置して
いる。
　また，福島市，会津若松市，郡山市，いわき市，
喜多方市の５市に計９人（喜多方市は１人，他は２
人）の女性相談員が配置されている。
　「福島県ドメスティック・バイオレンスの防止及
び被害者の保護・支援のための基本計画」では，女
性相談員の現状と課題について次のように述べてい
る。
　女性相談員は，「婦人保護事業実施要領」第４の
５により下記の業務を行う。
ア　要保護女子等の早期発見　関係機関等との緊密
な連携を保ち，要保護女子及び暴力被害女性（以下
「要保護女子」という）の早期発見のため積極的に
活動する。
イ　相談　広く相談に応じる。また，巡回相談等に
ついても配慮する。
ウ　調査　本人その家庭環境と等に関し，実情を把
握する必要がある場合に調査を行う。
エ　判定　相談調査の結果，医学的，心理学的又は
職業的判定を要すると認めたときは，センターその
他の専門機関の判定を求める。
オ　指導　要保護女子等の様態に応じ，センターの
指導に準じた指導（就労支援，援護措置の紹介，各
種社会福祉施設の活用等）を採り，それ以外の者に
ついては他法他施策の活用等について指導する。
　また，帰宅やセンターを退所した要保護女子等に
ついてセンター等と連携を密にして，事後指導を行
う。

　女性相談員は高度な専門性が必要となる仕事であ
る。女性相談員の専門性を高めるために，県内の女
性相談員に対して，センター主催の女性保護充実強
化研修会を年に数回行っていたり，新任職員研修会
を行ったりしている。また，センター内で月に２回
ほど事例検討を含めた女性相談員研修会を行ってい
る。女性相談員が一人でケースを抱え込まないよう
に配慮することも重要で，スーパーヴァイズを丁寧
に行うよう努めている。

⑶　関係機関との連携
　様々な女性の保護・処遇・自立支援には各関係機
関との連携が必要である。
　平成26年度以降，県警察本部及び各警察署と年に
２回程度の「警察と女性のための相談支援センター
連絡会」を開催して，要支援女性への対応について
の理解と連携について検討している。また，婦人保
護事業の研修と連携を目的として，先に述べた「婦
人保護事業充実強化研修会」をセンターが開催して
いる。平成27年度からは，女性相談員の配置がない
市にも呼びかけ，「婦人保護事業新任職員研修会」
を開催し，多数の参加者を得た。
　様々な問題を持つ女性の保護・処遇・自立支援の
ためには，会議だけでなく，関係機関との連携を深
める機会を持つことが必要である。
　関係機関のひとつ，「福島県婦人保護推進会」に
ついて述べたい。福島県婦人保護推進会は昭和61年
に当時の福島県婦人相談所の所長であった故・黒須
敦子氏が支援者たちとともに作った会である。婦人
保護事業の重要性を啓発すること，会報を発行する
こと，福島県婦人相談所に保護された女性たちに必
要なお金を無利子で貸す事業・自立するための物品
やお金を支援する等（自立更生資金貸与援助事業），
多くの被害女性とセンターを応援してくれる機関で
ある。

４　婦人保護事業の課題　　　　　　　　
　　～福島県婦人保護事業の課題～

⑴　福島県の婦人保護事業のユニークさと課題
　これまでも述べてきたが，婦人保護事業は各都道
府県によって施設，体制，職員配置，婦人保護施設
の有無から運営のあり方まで大いに異なっている。
法律に基づいて行われている事業で，これほどまで
に都道府県によって，建物構造，職員配置，運営の
理念，運営のありようが異なっているものは他には
ない。
　福島県は平成16年に婦人相談所と婦人保護施設を
統合し，「福島県女性のための相談支援センター」
として設置した。全国的には，児童相談所等，他の
機関と統合して総合福祉センターとして婦人相談所
がまとめられることが隆盛であった時代に，福島県
が，女性と同伴家族のための施設として，安心で安
全な建物構造と専門職を多くそろえた職員体制を整
え，女性の自立支援の基地として新設し，女性の人
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権の尊厳を運営理念の中心として婦人相談所と婦人
保護施設を作り上げた意味は大きい。
　現在も他の都道府県から，「福島方式の婦人保護
事業」と呼ばれ，ユニークで自立支援の精神に富ん
だ婦人保護事業や女性の生活の再建・自生支援等を
展開してきた。
　これらは，婦人保護事業の精神とそれを受け継ぎ
繋いできた多くの福島の先達たちの理想とそれに向
かおうとするたゆまぬ努力に負うところが大きい。
　しかし，婦人保護事業が対応する対象女性は，法
律ができるたびに増えていき，女性たちと同伴家族
の抱える問題や解決しなければならない課題は多岐
にわたるようになってきた。センターも同様の問題
や課題を抱えている。
　このような状況にあって，対応は職員の「知恵と
熱意と工夫と努力」に任されているのが婦人保護事
業の現状である。
　また，根拠法である売春防止法にも，DV防止法
等にも，女性の自立支援について明記されていない。
女性たちの問題は多岐にわたるため，保護すれば問
題が解決するわけではなく，大事なのは「自立」で
あり，生活再建や自立に向けての支援である。とこ
ろが法的には保護以降の具体的な記載はどこにも見
当たらないのである。

⑵　売春防止法改訂プロジェクトチーム
　福島県婦人保護事業も他の都道府県の婦人保護事
業においても，売春防止法改正が急務であり，第一
の課題である。筆者（安部）は現在，全国婦人保護
施設等連絡協議会で行っている売春防止法改訂に向
けたプロジェクト・チームの一員として検討会に出
席している。
　婦人保護事業の根拠法である売春防止法は，昭和
31年制定以来，見直しされずに今日に至っている。
平成25年度の婦人保護事業等の課題に関する検討会
で，「婦人保護事業等の課題に関する検討会のこれ
までの議論の整理」としてまとめられ，27年度には
全国婦人保護施設等連絡協議会売春防止法改正実現
に向けたプロジェクトチームの中で法改正に向けて
検討されている。
　この法律の問題点・改善すべき点を次にあげる。
１）女性蔑視から女性の人権保障へ
　売春防止法の問題は，法の精神が女性蔑視・女
性差別にあることである。もともと売春防止法は
保護更生と転落防止を目的として制定されたこと

もあり，女性の人権保障や女性福祉の観点が欠如
している。女性福祉，女性支援においては，女性
の生活の再建に必要な自立支援，それも，戒能民
江のいう「女性の立場に立った切れ目のない支援」
が必要なのである。したがって生活の再建や自立
支援を具体的にどこが担うのかも含め，法に明記
する必要がある。
２）用語の問題
　昭和31年の制定以来，見直されなかったため，
用語も当時のままであり，社会の変化に対応でき
ていない。そのため，現在行われている婦人保護
事業の内容と用語がかけ離れており，また，用語
によっては差別的な表現ともとれる内容であり，
早急に改める必要性を感じる。
　福島県はすでに用語を改めてはいるが，根拠法
そのものの見直しが必要である。「婦人」は「女
性」，「収容」は「入所」，「婦人相談所」は「女性
相談所」に変更することが適切と考えている。ち
なみに，センターは平成16年の新築以降「福島県
女性のための相談支援センター」と名称を変更し
ている。
　「婦人相談員」は「女性相談員」，「保護更生」は「保
護及び自立支援」，「収容保護」は「保護する」，「指
導」は「支援」，「婦人保護事業」は「女性保護事
業」等と変更することが望ましいと考える。
３）DV被害への焦点づけ
　婦人保護事業で対象となる女性は，売春防止法
第34条第２項において，「要保護女子」と定めら
れていたが，その後のDV防止法，人身取引対策
行動計画，ストーカー規制法等の制定により対象
となる女性の範囲は広がってきた。
　当センターの一時保護の現状でいえば，約９割
が「何らかの暴力の被害を主訴」とする女性であ
り，８割を超える女性がDV被害女性である。一
時保護後，DV防止法の保護命令の発令等により
約７割の女性は一時保護後，実家や親族等に受け
入れてもらったり，自立したりして，一時保護所
を退所する。中には夫の元に戻る女性もおり，そ
の後，再度一時保護となる女性もいる。
　その一方で，一時保護女性と同伴児の３割は，
解決しなければならない多くの問題を抱えて婦人
保護施設に入所することとなる。多岐にわたる問
題を抱え，福祉的施策の必要な女性たちである。
先述したように，「住む場所もなく，お金もなく，
職もなく，親族等の支援もない，あるのは借金と
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病気，多くの子どもたち」という女性たちである。
　このように，婦人保護事業の現場で関わる女性
たちは二極化しており，対応の仕方も一様ではな
い。
４）婦人保護施設について
　婦人保護施設は婦人相談所と異なり法的には自
治体に必置義務がない。そのため，現在，婦人保
護施設は全国に49か所設置されているが，休止中
を含めると，８県では設置されていない。婦人保
護施設を持たないということは，その自治体にお
いて婦人保護事業の対象女性の中・長期的処遇を
どのように行っているのか，疑問である。
　センターの状況を先に述べたが，多くの問題・
解決すべき多くの課題を抱える女性と同伴家族の
中・長期的な関わりは，質の高い生活再建・自立
には欠かせないものであると考える。
　筆者（安部）は現在，厚生労働省からの委託事
業である「婦人保護施設の役割と機能に関する調
査検討」検討会の委員として意見を述べる役割を
負っている。
５）婦人相談員について
　売春防止法では，「婦人相談員は，非常勤とする」
とされている。このため，都道府県によって婦人
相談員の任用期間が短く決められていたり，任期
満了後に任期の更新がされない，いわゆる雇い止
めがなされたり，婦人相談員の専門性の確立や相
談の継続性に支障をきたしている。
　婦人相談員の身分の保障，常勤化を新たな法律
に盛り込むことが必要である。
　福島県では，女性相談員が配置されている市は，
福島市，郡山市，会津若松市，喜多方市，いわき
市の５市で，配偶者暴力相談支援センターはセン
ターの他，県保健福祉事務所と郡山市，男女共生
センターである。「福島県DVの防止及び被害者
の保護・支援のための基本計画」に基づき，基本
計画策定市町村，配偶者暴力相談支援センターの
設置数，女性相談員配置市町村数を増やしていく
ことが必要である。

５．婦人保護事業における心理職の役割に
　ついて

　筆者（安部）は福島県女性のための相談支援センター
長という統括する立場にあるが，その専門分野は臨床
心理学である。この事業における心理職としての役割

について言及しておきたい。
　婦人保護事業・婦人相談所・婦人保護施設における
心理職の仕事は，施設としてのセンターで女性たちの
傷を癒しながら，女性たちが避難前とは異なる社会的
文脈のなかで生きる力を育てられるように支援するこ
とである。その際，個別的アセスメントとケアを行う
と同時に，婦人相談所・婦人保護施設というコミュニ
ティ全体のアセスメントとケアを行うことも求められ
る。具体的には，入所女性同士の関係の調整，スタッ
フと入所女性との関係の調整，スタッフ間の関係の調
整なども心理職の重要な仕事である。共感性を備えた
暖かい対応が求められるのは当然としても，時間的に
も空間的に全体を見渡す広くて冷静な視点と態度も必
要である。
　一方，婦人相談所・婦人保護施設を巣立ち社会への
再参加を果たしながらも，またもDV被害を受ける関
係に陥って再び施設入所することになる女性たちも少
なくない。「社会的に望ましくない」非主体的な生き
方の反復と粘り強くつきあわざるをえない婦人保護事
業スタッフは，ややもすれば無力感に陥る可能性があ
る。そうしたスタッフの相互の支え合いを促すことも，
心理職に求められることであろう。「望ましい自己決
定」にむけてのエンパワメントを意識的に行いつつも
「望ましい」自己決定とは何かという複雑な問いを常
に反芻させられる状況もある。
　そうした一筋縄ではいかない，直線的に問題解決を
期待できない状況のなかで働く婦人保護事業の心理職
の個性は，社会改革へのまなざしを明確に持つという
点ではなかろうか。保護対象となる女性の問題は，一
個人の問題であると同時に，歴史的・社会的構造に端
を発する問題であるという観点から，婦人保護事業の
心理職は社会制度や通念の改革の意思を持ち，その実
現に継続的にかかわることになる。

６．さ い ご に

　ここまで，福島県婦人保護事業の課題及び婦人保護
事業の課題について述べてきた。
　現場で，多くの問題や解決すべき課題を抱える女性
たちと同伴家族と関わる中で，＜切れ目のない継続的
な支援＞を構築する必要性を痛感している。
　売春防止法という古い法律の壁を破り，女性の権利
保障と女性たちの求める自立支援を明記した新しい法
律の成立が喫緊の課題である。
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